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はじめに

いま農家の農政不信ということがジャーナリズ

ムによって指摘されている。1988年 から1989年に

かけての揺れ動 く政治情勢のなかで、リクルー ト

疑惑問題、消費税問題とならんで、三つが農村

の問題となっているというのが ジャーナリズム

が一致 して指摘 している問題である。ここで直

接に農政問題として捉えられているのは、1988

年前半に確定 した牛肉、オレンジ等の輸入自由

化決定であり、1987年 夏以来確定的となった生

産者米価引下げの方向であり、また稲作転作の

拡大や食管制度問題、さらには米輸入圧力の高

まりなど米をめぐる諸問題であるのは明白だが、

同時に農村地域の人口の老齢化や土地の荒廃化

など、いわゆる構造問題 も深刻化 してきている。

これらを基礎とする農家の農政不信が、消費税

の負担感などどあいまって農協の与党不支持決

議などを生んでいると報道されているのである。

こうした農家の動向が、今後の日本の政治 ・

経済運営と農政展開にいかなるインパクトを与

えていくか、にわかには予測 しがたいが、考え

てみれば、三つの問題はいずれ もが高度成長期

以後の日本の経済運営と深 くかかわっており、

特に農政問題は1980年 代、とりわけ1985年 のG

5以降の ドル安 ・円高、日本の債権国化の下で

の、日本経済の 「国際化」と 「産業構造調整」

に骨がらみに深 くかかわっている。

1970年代前半の、 ドル ・国際通貨危機とオイ

ル ・ショック以来、国際的には高度経済成長が

終ったにもかかわらず、日本だけが独 り高い成

長を続け、また国際競争力を著 しく強化 してき

た以上、それにあわせた産業構造調整の一環と

.しての、日本の農産物市場の国際化 も、農産物

の価格とコス トの引下げも、またそれに照応的

な農業構造改善の加速化も不可避的であるとい

う考えももちろんありうる。だが世界的な農産

物の過剰のなかで も、日本のように食糧農産物

の自給率を引下げてきた国は、先進資本主義国

のなかで日本以外にはほとんどひとっもない し、

また生産力の最大の構成要素としての農業労働

力の最近の動向からしても、日本の農業と農家

の現状が極めて深刻な状態になっているのは疑

いのないところである。

筆者は一国国民経済のありかたとして、農工

間の甚だ しすぎるアンバランスは将来に禍根を

残すと思 うし、国際競争力が強力なことと国際

収支が大きく黒字であることを無邪気に喜ぶこ

とが国際主義と両立するとも思わない。そうい

う意味で、筆者はすすめられている 「国際化」

や産業構造調整を、農政を考える場合の無条件

的な枠組みないし与件とみなす立場には必ず し

も立たない し、したがってまた最近の農家のい

わゆる農政不信にも一定の必然性をみざるをえ

ない。
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以下深刻化 している農業問題のうちの構造問

題と農地政策について、筆者が行ってきた実態

調査や西 ヨーロッパの構造政策についての私な

りの理解 もふまえっつ、若干の論議と問題提起

を してみたいと考える。

1.農 業構造問題と構造政策の展開

1.構 造問題と構造政策の原点

今日深刻化の様相を濃 くしている農業構造問

題の現状をみるに先立って、これまでの経緯を

簡単にみておこう。

そもそも、日本において農業構造問題なる問

題が提起されたのは、1950年 代の後半、戦後復

興期を終えて、重化学工業基軸の高度経済成長

が認め られは じめた頃であった。 ここにおいて

農業基本問題調査会が発足せしめられて、1961

年(昭 和36年)の 農業基本法の制定へとむかっ

たのであったが、1960当 時の農業構造を最も単

純な指標としての専兼業別農家構成でみれば、

約600万haの 農地をベースとした約600万 総農

家の うち、専業農家が約200万 戸、第1種兼業農

家が約200万 戸、第2種 兼業農家が約200万 戸と

いう構成で、ちょうど1/3つ っの割合であった。

制定された農業基本法は、一方で協業の助長

(同法第17条)を 謳いっっも、基本的には100万

戸の農家をそれに育成するという含意で、 「自

立経営」の育成を構造政策の主要な目標に掲げ

たのであった。基本法第15条 が 「国は、家族農

業経営を近代化してその健全な発展を図るとと

もに、できるだけ多くの家族経営が自立経営…

…になるように育成するための必要な施策を講

ずるものとする。」と規定しているのがそれで

ある。そして この「自立経営」にっいては、 「正

常な構成の家族のうちの農業従事者が正常な能

率を発揮 しながらほぼ完全に就業できる規模の

農業経営で、当該農業従事者が他産業従事者と

均衡する生活を営むことができるような所得を

確保す ることが可能なものをいう。」と定義さ

れたのであった。

当時、協業はひとっのブームであって、一定

の農家が全面的な共同経営を組織 したほか、追

加的規模拡大部門の選択方法として部門共同経

営に参加する農家 も多かった。以後共同経営に

は一定の盛衰があり、現に共同経営ないし共同

農業に期待をかける有力な論者もおられ るが、

しか しリアルな現実としては、そのカヴァレッ

ジが1～2%の 農家と農地に推移 してきたのも、
り

少 くともこれまでは動か しがたい事実であった,

1960年代の後半以降、とりわけ1970年 代以後に

なると、農政も農協 も経営としての共同化の奨

励にはほとんど関心を失ない、栽培協定、機械

・施設の共同所有や共同利用、農作業の受 ・委

託等をすべて一括 して、集団的生産組織とか営

農集団などとよんでこれを奨励するようにな っ

た。生産手段の大型化 ・高額化のなかでそれは

それとして一定の理由と意義があるとして も、

問題なのは、農業生産主体としての、その核で

もあればその基礎でもある、土地所有と生計と

労働の単位として葦固に存在する農家=家 族農

業経営の問題を曖昧にする傾向が これに伴 った

ことである。

基本法農政は、当初 「貧農首切 り」という批

判を うけなが らも、基本法第6条 の規定にした

がって 「農業の動向に関する年次報告」(=農

業白書)を毎年公刊 し、初期の頃の 「農業白書」

は必ず自立経営の数とその動向を分析 していた

そして 「自立経営」の概念は、当初都市勤労世

帯との比較において労働所得の要素所得で均衡

するべきものとして把握されていたはずであっ

たのだが、いつ しか混合所得均衡となり、逐に

は自立経営概念自体が影の薄いものとなって

「中核農家」という言葉に次第に置き換えられ、

6



さらに最近ではそれさえもがあまり重視されな

い傾向にある。

筆者は、今 日の農林水産行政を実際に担 う

人々が、いわゆる 「財界流農政」論者だとは全

く思っていないが、それにもかかわらずいま述

べたことが時代の流れに抗いがたいということ

での農政の後退を象徴するものでなければ幸い

であるという思いは、1985年 に西ヨーロッパの

農業と農政の一端にふれて以来、特に強いもの
わ ニリ

がある。 もちろん西ヨーロッパの農政において

も共同化などさまざまなことが奨励されていて、

たとえばフランスでは、1962年 補完法で制度化

されたG.A.E.C(共 同経営農業集団)の 発
の

展が顕著である。だが、たとえば、その同 じフ

ランスにおいて も、基本は個別家族経営であっ

て、1960年 制定の農業基本法(農 業の方向づけ

に関する法律)は 、 「家族的形態の農業経営構

造を促進 し援助すること」と、そのために小さ

い経営のみならず大きすぎる経営の出現をも防

止する目的で兼併規制を規定 していたのであり、

それが農業構造政策の目標の核心である。そ し

て1980年 の基本法では、この規定の実質的強化
の

をさえはかったのであった。

このようにできるだけ多くの家族経営を維持

・育成するという構造政策の目的 と課題 は、

ニュアンスの差はあれ、西ヨーロッパ諸国に共

通のみならず、EC共 同体の農業構造政策の目

的と課題そのものです らあることを、1985年3

月のEC共 同体理事会規則はあらためて確認 し
の

たのであった。

こうした西 ヨーロッパの事実と日本を比較 し

た場合、日本では農業基本法の規定をそのまま

にしたまま、育成すべき経営の目標をな し崩 し

に引下げたり曖昧化させてきたのではないかと

筆者には思われてならない。 日本の農業基本法

制定時、西 ドイツやフランスの基本法や構造政

策が参照されたのは周知の事実だが、今では「国

際化」にふ さわ しい構造改善や農地流動化の加

速化ということだけが叫ばれ、その構造政策が

育成すべ き経営の姿や目標、そ してその基礎に

あるべき理念までが必ず しも明確ではなくなっ

て しまっているのではないか。地域としての連

帯や補完としての協業関係の強化が望まれると

してもそれはそれであって、 しかし、改めて西

ヨーロッパの例にもみならいっっ、農業を もっ

て経済的に自立できるviableUnitと しての農

家=家 族農業経営をできるだけ多数維持、育成

するという、構造政策の理念と目標を再把握、

再構築することが日本では必要なのではないか

と筆者には思われるのである。

ともあれ、次に農地政策を中心に基本法制定

以後の構造政策の展開について簡単にみよう。

2.農 地政策の展開

ここでは、1960(昭 和35)年 の生産費 ・所得

補償方式に基 く米価算定の採用、それに前後す

る畜産物価格安定法、加工原料乳生産者補給金

等暫定措置法(不 足払い法)、 大豆なたね交付

金暫定措置法、糖価安定法などの立法措置のほ

か、立法によらない行政措置を含めての各種農

産物価格の支持ない し安定政策についてふれる

ことはしないが、これらを背景としながら当初

講 じられた構造政策上の措置は、共同所有ない

し共同利用の形式の下で大型で 「近代的」な施

設や機械の導入をもたらした農業構造改善事業

や、いわゆる3反 区画の圃場をっくり出 した圃

場整備事業など、いわば物的整備の政策が主で

あった。基本法の描いたモデルが、経済成長の

下で拡大する工業の労働力需要が労働力の移転

とともに農地の流動性を高めて、この農地が育

成すべき100万 戸の自立経営におのずと集 まっ

ていくと想定 していたためだったにせよ、ある
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いはなお当時は自作農的な土地所有と自作農的

な経営の構造が葦固だったからにせよ、構造政

策の核心 をなす農地政策は、この段階では、

1962(昭 和37)年 の、農業生産法人と農地信託

の制度を制度化 した農地法改正ていどにとど

まったのであった。

農地政策が本格的に動きはじめたのは、1965

(昭和40)年 の農地管理事業団の設立構想か ら

であったが、この試みは国会で挫折 した。以後

「構造政策の基本方針」を経て、1970(昭 和45)

年の農地法改正を経過 し、1975(昭 和50)年 の

「農業振興地域の整備に関する法律」の改正の

なかでの農用地利用増進事業の制度化、1980(昭

和55)年 の農用地利用増進法の制定(同 時に行

なわれた農地法および農業委員会等法の改正と

あわせて農地三法と呼ばれた)へ と進み、そ し

て今日の農用地利用増進法改正と 「特定農地貸

付けに関する農地法等の特例に関する法律」の

立法企画へと至るのである。

これ らの制度の内容全体については、関谷俊
の

作氏の著作などに譲り、またこれ らの立法、と

りわけ農地法その ものの意義と農用地利用増進

法の もっ積極的な側面にっいての筆者としての
の

評価 も別稿に譲り、ここではあえて、これ らの

三法を不可避とした日本の経済運営その ものと、

その下での農政とその一環としての農地政策の

もついくっかの問題点についてだけ、問題を指

摘 してみたい。

第一に、そのなかに農地保有合理化事業が ビ

ル ド・インされたことはあったが、農地管理事

業団の構想と1970(昭 和45)年 改正農地法の間

には、たんに政策手法の変化にとどまらない理

念上の大 きな転換があったといわなければなら

ない。主要な政策手法としては、公的管理機構

による 「自作地売買移動の方向づけ」から 「賃

貸借形態での農地流動化の促進」への転換で

あったわけだが、 しかしこの時の基礎的認識と

しての 「地価上昇の下での農地の資産的保有傾

向の強まりによる売買流動性の低下」という理

解が果 してほんとうに正 しかったのかどうか。

なるほど全国一本の自作農地売買実績だけか

らいえば、1973年 を ピークに農地の自作地売買

形態での移動は急減 した。 しかし筆者の統計的
が

な分析によれば、①構造的大変動期を経たのち

の北海道における自作地売買の急減 と、②権利

移動を伴う農地転用の急減に伴う代替地取得的

自作地売買の減少が、その主要な要因であって、

転用含み価格の広域化という意味での地価動向

が直接に自作地売買形態での移動量を左右 して

きたわけではないのである。 この点は、第1図

に示した事実によっても明瞭に確認されるとこ

ろであって、都市的開発的地価、っまり農地転

用地価のいっそうの高騰とその広域化がすすん

だ1970年 代の半ば以降、特に都府県において、

農地の自作地売買形態での流動性が必ずしも低

下 したわけではな く、それはむ しろ安定的な推

移 さえみせてきたのである。自作地売買形態で

の農地供給は、高い地価での転用需要に誘われ

て農地が転用供給されるのと並んで、転用代替

地需要 という高い地価での実需にむけてもなさ

れるという意味で、高地価は転用需要に対 して

にせよ農地の農地としての形態にせよ、む しろ

農地の流動性を高めるし、それ以外には売買形

態での農地の流動性は(需 要がなければ顕在化

しえないということはあるにせよ)、 地価水準

とは特に関係なく専 ら供給側の要因によってき

まるとみるべきなのである。その要因とは経営

的理由にせよ、家計的理由にせよ、負債整理に

せよ、事業資金の必要にせよ、とにかくまず 「金

の必要」である。自作農的な農民の、家産的土

地所有というものは本来的にそういうもので、

決定的なやむを得ない理由がないかぎり農民は
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土地を売 りにだすものではないと筆者は思って

いる。っまり、農家にとって、土地は生産手段

であるとともに家産であって本来売るための商

品ではない。 したがって、地価の水準とその動

向が直接に自作地形態での移動量を決定するわ

けでなく、地価高はむしろ流動性を高めさえす

るのである。 これはいわば多数説とは異なるが、

筆者はそう考えている。

そして1970年 代に入 ってから売買形態での農

地供給がふえないままに、専ら賃貸形態で増加

するようになったのは 「高地価に伴う資産保有

傾向の強まり」というようなことではなくして、

制度資金の充実などで金を借りやす くなった り、

兼業収入の増加で農家の金回 りがスムーズに

なったり(蓄 積がふえたということではない)

したためであって、農地を売らざるをえない状

況に追い込まれることが少なくなった条件の下

で、経営担当者の賃労働兼業化にせよ、後継者

不在のままでのその高齢化にせよ、農業生産手

段の大型化にっいていけないか らにせよ、家族

農業としての労働力の不足が拡がったことにこ

そがその主な要因であった。

事態を以上のように認識するならば、 「賃貸

借による農地流動化の促進」は、決して 「自作

地移動の方向づけ」と対立するものではなくて

両立する政策手法であることがわかろう。

幸い、1970(昭 和45)年 の農地法改正は、農

地保有合理化事業をビル ド・インしたほか、農

地移動適正化あっせん事業などとセットをな し、

また農地等取得資金制度などの縮小をもたらす

ものではなかったから、この両立は可能であっ

た。ただ政策にっいての理念的理解が、賃貸借

主軸に切り換えられたことによって、本来手段

であるはずの農地流動化それ自体が目的化する

傾向が生 じ、育成すべ き自立経営の目標なり、

つ くり出されるべ きあるべ き農業構造のイデー

な りが、曖昧化 したことも遺憾なが ら事実で

あった、といわなければなるまい。

第二は、この制度展開、とりわけ1970(昭 和

45)年 の農地法改正を不可避 とした客観的条件

の問題である。今述べたような 「資産的保有傾

向の強まり」論の当否はともあれ、この時農政

が与件とせざるをえなかったことのひとつがい

わゆる高地価現象であったこと、 もうひとつが

とどまりがたい兼業化傾向であったことは疑い

がない。都市あるいは開発における高地価形成

と農地転用およびその代替地取得を通じてのそ

の農地への影響、その 「呼値」の拡散としての

高地価を抗いがたい現実とみた時、また兼業化

の深化と両極分解傾向のなかでヤ ミ小作などの

,かたちで実際に貸借がふえるのが事実になった

時、農地政策の主軸は、「賃貸借による流動化」

と置き換えられざるをえなかったとはいえる。

高地価の呼値は全国全農地の過半にまで及ぶに

しても、実需としての権利移動を伴う農地転用

(農地法第5条 にかかる転用プラス公共事業主

体による許可不要の転用)と その代替地取得 と

しての農地需要は、せいぜい全農地の1～2%て

いどにとどまる(第1図 参照)か ぎりで、呼値

としての地価は農外土地需要によって決定 され

なが ら、耕作目的の賃借の実需に基く地代は、

その土地資本利子としてではなく、農家の実際

の労力と生活にそくした採算に基 く農業収益を

基礎に形成され続けるという意味での 「高地価

・低地代」的な農地の賃貸借形態での流動化は

十分に可能だったからである。

こうして1970(昭 和45)年 改正農地法は農地

改革=自 作農創設期に確立された農業収益資本

還元としての農地価格に関する施策をほとんど

放棄し、収益地代政策のみを標準小作料の制度

と して残すこととなったのであるが、しか しこ

のことが、農政の理念としての適正地価論を今
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第1図 農地(自 作地)の 農地としての所有権移転と権利移動を伴う農地転用の推移



後にわた って放棄するものであったとすれば、

それはいわば自殺行為に等 しい。適正地価に関

する理念と理論を堅持 しっっ、地代政策に整合

的な地価政策を再構築する機会を待つか作りだ

していく必要があると思われるのである。

その客観的な原因にっいてここで実証分析を

するだけの準備がまだ筆者にはないが、 しか し、

そもそも日本の高地価は世界に類例をみないま

でに異常である。その原因が農地の宅地なみ課

税論者などがいうように 「土地供給の不足」に

などあるわけはない。それが日本の企業の強 ・

高蓄積と、国家による強力な公共投資、そして

株価の異常高値にもみ られる巨大な信用創造や

投機、寄生などから説き明かされるべきである

ことは、最近の 「リクルー ト・コスモス疑惑」

の例によっても明らかなところである。農政は、

農地改革によって試練ずみの地価論と地価政策

の経験を もっているのであって、この経緯を基

礎に改めて地価問題に積極性を もてないかどう

かが今日の問題ではなかろうか。

第三に、これまで農地制度と農地政策の展開

は、制度の多元化と事業化をもた らした。それ

はそれでひとつづっ根拠があったことではある

が、そこに構造政策のオーソドックスな展開を

混乱 させる要因がないとはいいきれない。制度

的には農地法と農用地利用増進法との関係、そ

してそれらと 「農業振興地域の整備に関する法

律」と同法が定める農用地区域の制度との関連

などが問題となるところであり、また機構 ・組

織的には農業委員会と市町村、そ して農地保有

合理化法人、さらに農業協同組合などのそれぞ

れが、制度とそれぞれの本質と任務本来にそく

して、どう位置づけられるべきであり、それに

そくしていかなる役割を果すべきであるか、そ

の現実はどうかといったところが問題の所在で

ある。そしてそれに今日いわれるところの多い

集落組織の問題などがこれにかかわる。

筆者として見解はまた後に述べることとした

いが、制度的には農地法と農業委員会が軸であ

り、事業的には農地保有合理化の事業がその役

割を高めるべきであろう。農協は経済団体とし

ての農協の本来の役割に徹すべきである。

最後として第四に、繰返 しにはなるが改めて

述べたいのは、これまでの農地政策の展開を通

じて(そ れぞれになお具体的に充実 ・改善すべ

き点は生 じてきているに しても)農 地流動化の

政策手法は大いに充実せ しめられたが、 しか し

それにもかかわ らず構造政策の理念と育成すべ

き経営の目標とつ くりだされるべき農業構造の

姿は、逆に驚 くほどに曖昧になって しまってお

り、政策手法の発展がかえって逆に農地をただ

権利移動 させること、あるいは農業構造をただ

変動させることなど、手段の目的化を生んでい

ないかという懸念である。これはもちろん本来

的には農地制度 と農地政策の責めに属すること

ではない。農政のみならず、国の経済構造と経

済政策そのものにかかわる問題である。

農地改革によって作りだされた自作農的な農

民の土地所有と農業の構造は、戦後日本経済の

成長と発展を支えたなによりの基盤であった。

そ してその反射効果としてその構造は今日安定

的でなくなって しまった。しかしだからといっ

て、この土地所有の構造が簡単にかわるもので

もなければ変えていいものでもない。3,700万

haし かない有限な国土に自由競争的経済法則

に任せて大土地所有を再び発生させていい理由

はどこにもない。国民的な小土地所有は、いわ

ば民主主義の基礎ですらある。ひとつの市町村

がいくっかの大土地所有によって支配されるよ

うな状態を想定 してみよ。そこに住民の自治な

ど成立する余地などありえないことは明白だろ

う。大農場制がアプ リオ リに合理的とはかぎら
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ないこともソ連農業の状況などを見るまでもな

く明白である。農山村地域の自治体の意向とし

て も、また国土保全の見地からして も、農山村

地域の定着人口を現在以上に減 らして過疎化を

強めるわけにはいかないという事情 もある。農

業基本法制定当時に、十分に検討された結果構

築された構造政策の原点にたちかえり、構造政

策の理念目標として、あらためて"で きるだけ

多数の農業をもって自立できる家族経営を維持

・育成する"と いう目標を再把握 し、それにむ

けて構造政策のみならず農政全般を再把握 ・再

編成 してい くことがいま求められているように

筆者には思われるのである。

山間地域の多い日本の場合、その地域の農林

業を切り捨てるのではなく維持するために、た
　ゆラ

とえばスイスの場合のように、積極的な地域政

策をとることが求められて もいよう。そこにお

いては、農民の家族労働を基礎とする土地所有

の擁護と転用規制を基本とする現行農地制度の

基本点は維持されるべきであるどころかむしろ

強化されることす らが必要なのであり、そして

このような見地にたった構造政策の提起は、今

後の産業構造調整政策に対する農業サイ ドか ら

の問題提起として、今後の政治情勢によっては、

一定の意味をもちうるのではないかとも思われ

るのである。

ll.当 面する構造問題

1.担 い手 ・労働力問題と地域問題

1960(昭 和35)年 当時、600万haを 超えた

日本の農地は、1984(昭 和59)年 に540万haを

切 って10%以 上の減少となった。 この間に、森

林の面積だけは横ばい的に推移 したものの、農

林地の利用転換が大きくすすんで、道 ・水路、

宅地などの面積は大幅に増加 した(第1表 参照)。

っまり農業経営の規模拡大は農地そのものの縮

第1表 日本の国土の利用形態別構成の変化

実 数(万ha) 構成比(%)

1965 1975 1980 1985 1965 1975 1980 1985

農 用 地 ㈱ 575 561 549 17.0 15.2 14.9 14.5

{㌧ 放牧:
(602)

(41)

(557)

(18)

(546)

(15)

(538)

(11)

(16.0)

(1.0)

(14.7)

(0.5)

(14.5)

(0.4)

(14.2)

(0.3)

森 林 2,516 2,518 2,526 2,529 66.7 66.7 66.9 67.0

原 野 64 41 33 30 1.7 1.1 0.9 0.8

水 面 ・河 川 ・水 路 111 113 115 132 2.9 3.0 3.0 3.5

道 路 82 97 104 107 2.2 2.6 2.8 2.8

宅 地 85 122 140 151 2.3 3.2 3.7 4.0

'住 宅 地
(69) (94) (108) (94) (L8) (2.5) (2.9) (2.5)

・工 場 用 地
(9) (15) (15) (15) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4)

・そ の 他 (7) (13) (17) (42) (0.2) (0.3) (0.5) (1.1)

そ の 他 270 309 248 240 72 8.2 7.9 7.4

合 計 3,771 3,775 3,777 3,778 100.0 100.0 100.0 100.0

注:1)国 土庁 「国土利用白書」による。
2)宅 地の内訳分類には1980～85年 の間に変更がある。
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減という枠のなかで しか追求されえなかったの

である。この過程では生産地等の所有者は激増

したものの、所有者の性格別の所有面積構成と

しては法人所有地が大 きく増加 した。

農家戸数は600万 余から1987(昭 和62)年 に

は428万戸に、約180万 戸が消滅 した。それにも

かかわらず1戸 当り平均農地面積は、この間に

都府県では77aか ら87aへ とわずか10a増 加 し

たにすぎなかった。北海道でのみ、約半数の農

家の離農の一方で農地の開発増があったので

3.6haか ら9.8haへ と3倍近い拡大がみられた。

農家の専兼業別構成 も、3.3.3の 構成(前 記)

がら、専業農家は僅かに約15%、 第五種兼業農

家が約70%と いう、オール兼業的、それも賃労

働兼業が主流という構成に変化した。 しか も、

1987(昭 和62)年 の専業農家63万 戸のうち約25

万戸は、後継者不在のゆえに専業農家に分類さ

れる65才以上の高齢専業であって、16～64才 の

男子生産年齢人口のいる文字 どお りの専業農家

は僅かに38万 戸にすぎない。世帯員1人 当りの

農業所得が近隣町村在住勤労世帯と比較 して、

その勤務先収入の水準以上になる農家と定義さ

れる意味での 「自立経営農家」は、年間農業所

得の下限が466万 円として、1985(昭 和60)年

度において僅かに総農家の5.3%で あり、16～

59才の男子が150日 以上自家農業に従事 してい

るという意味で しかない中核農家数す ら1986

(昭和61)年 度において僅か86.4万 戸、総農家

第2表 農業所得の推移(全 国1戸 当たり、年額)
(単 位1.000円 、%)

農 業 粗 収 益 (参 考) 農 業 経 営 費 (参 考) 農 業 所 得 農 】陰
農産物価 農業生産 名 目 実 質

実 額

①

対前年度

増 減 率

格指数の
対前年度
騰落率

実 額

②

文揃 年度

増 減 率

資材価格
指数の対
lig年度騰
落率

実 額

③=① 一②

対前年度増 減 率 実 額 対前年度
増 減 率

所得率

③!①

年度

1965 638.8 13.3 11.3 273.6 1L6 4.9 365.2 14.6 1,080.5 9.1 57.2

1966 725.7 13.6 7.5 312.4 M.2 4.5 413.3 13.2 1,174.1 8.7 57.0

1967 869.6 19.8 8.9 359.5 15」 42 510.1 23.4 1,389.9 18.4 58.7

1968 926.1 6.5 L3 399.1 1輻0 3.1 527.0 3.3 1.3832 △0.5 56.9

1969 969.2 4.7 7.3 439.9 10.2 0.2 529.3 0.4 1,346.8 △2.6 54.6

1970 984.6 1.6 2.8 476.6 8.3 2.8 508.0 △4.0 1,227.1 △8.9 5L6

1971 96L4 △2.4 1.8 491.8 3.2 3.6 469.6 △7.6 1,087.0 △1L4 48.8

1972 1,127.5 17.3 5.4 542.3 10.3 4.6 585.2 24.6 1,280.5 17.8 51.9

1973 1,410.7 26.0 232 668.7 24.3 25.9 742.0 27.6 1,339.4 4.6 52.6

1974 1,776.8 26.0 2L3 853.8 27.7 25.7 923.0 24.4 1,365.4 1.9 51.9

1975 2,080.6 17.1 12.9 931.6 9.5 6.1 1,146.0 24.2 1,598.3 17」 55.1

1976 2,214.4 6.4 9.5 1,058.8 13.3 0.7 1,155.6 0.8 1,504.7 △5.9 522

1977 2,33L5 5.3 △0.8 1,158.6 9.4 2.3 1,172.9 1.5 1,446.3 △3.9 50.3

1978 2,398.5 2.9 4.3 1,202.0 3.7 △2.6 1,196.5 2.0 1,460.9 LO 49.9

1979 2,446.7 2.0 4.1 1,320.0 9.8 6.0 1」26.7 △5.8 1、304」 △10.7 46.0

1980 2,420.9 △1」 3.7 1,468.6 11.3 11.7 952.3 △15.5 1,006.7 △22.8 39.3

1981 2,551.9 5.4 2.8 1.584」 7.9 32 967.8 1.6 99L6 △L5 37.9

1982 2,575.6 0.9 △2.1 1,624」 2.5 △0.3 95L5 △1.7 964.0 △2.8 36.9

1983 2,691.1 4.5 2.1 1,70L5 4.8 △0.4 986.9 4.0 1,002.6 4.0 36.8

1984 2,857.4 6.1 4.0 1,792.1 5.3 0.2 1,065.3 7.6 1,078.2 7.5 37.3

1985 2,896.8 L3 0.0 1,83L3 2.2 △1.9 1,065.5 0.0 1,065.5 △1.2 36.8

出所:上 村護 「農家の経済生活の実態」
原注:1)表 中の△はマイナスを示す。

2)農 業所得の実質値は 「農村物価賃金調査」の農家購入品総合指数(1985年 度=loo)を もちいて算出e

原資料:農 林水産省 「農家経済調査」、 「農村物価賃金調査」。
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の19.8%だ けであった。農業労働力にっいてみ

れば1987(昭 和62)年 に、とにかく農作業に従

事することもあるという意味での農業従事者は

1,134万 人(う ち男子593万 人)の 多 くをかぞえ

たものの、農業専従者(自 家農業従事日数150

日以上)と なれば268万 人(う ち男子138万 人)、

そのうちの男子16～59才 となれば僅かに89万人

という状況であった。

このような農家階層全体としての労働力の空

洞化ともいうべき惨たんたる状態の基礎にある

のは、いうまで もなく、農業労働所得の低迷に

基 く農家所得の悪化である。関連統計数値にっ

いては、物価指数をデフレーターとして実質換
エロ

算まで行 っている上村護氏の有効な作業結果が

あるので、それをそのまま引用掲出す る(第2

表～第5表 ・第2図)こ ととするが、農家の消費

生活が都市勤労者世帯の生活にますます接近せ

ざるをえない状況が拡がっており、兼業賃労働

の労働条件は都市サラリーマンのそれに比べて

同等というわけでは決 してないが、にもかかわ

らず農業従事よりはましということで、新規学

卒青年労働力を先頭に多 くの農家労働力が農外

就業にむかい、この ことがここ数年決定的な潮

流となっているのである。特に高校あるいは大

学を卒業する青年の場合、Uタ ーン含めて親許

での就職を希望する気持は強いが、それがかな

えられる可能性は低 く、高齢化 した親だけで農

業を続けかっ暮す傾向が強まるのである。こう

して、兼業賃労働の労働条件は完全離農を可能

とするようなものではないか ら、ここに広汎な

半労半農的農家の滞留がみられることになるの

ではあるが、ここに生ずる労働力不足ゆえの土

地余りが貸供給として、1982(昭 和57)年 以降

毎年4万ha前 後み られる農用地利用増進法に

よる利用権(主 に賃借権)設 定を生みだ してい

るのである。

このような農家の大勢的な動向のなかで、農

家と都市勤労者世帯に共通な年間家計費を450

万～500万 円として、 これを農業所得で クリ

アーできるのは、僅かに5.3%(約20万 戸)を

超え ることはな く、 これを農業販売収 入で

1,000万 円以上 とすれば1985年 農業センサスで

僅かに107千戸をかぞえるのみなのである。

これは540万haの 農地を活用 して、日本農

業を産業として維持 ・発展させる上で必要な生

産力の担い手の数として、いかにも少なきにす

ぎる。平坦なヨーロッパやアメリカ大陸の穀作

あるいは家畜放牧経営ならいざ知 らず、山川に

富んだ日本の地勢と日本的集約農業を前提にし

た場合、一方で賃労働兼業経営がかなり広汎に

残存 しっづけるとしても、これだけでは、生産
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第3-1表 農家総所得と勤労者世帯の実収入の比較

1965年 度 1970 1975 1980 1985

世帯員数(人) ① 528 4.84 4.56 4.40 4.34

全 就業者数(人) ② 2.70 2.66 2.55 2.52 2.46
農
家 農家総所得(千 円) ③ 835.1 1,596.4 3,966.5 5,603.1 6,925.8

農 ⑧ 農家総所得(実 質)(千 円) ④ 2,470.7 3,856.0 5,532.0 5,922.9 6,925.8

家 就業者1人 当 たり所得(千 円) a=④/② 915.1 1,449.6 2,169.4 2,350.4 2,815.4

書
皿

世帯員数(人) ⑤ 5.16 4.75 4.55 4.99 4.44
術

兼 就業者数(人) ⑥ 2.59 2.60 2.52 2.55 2.50

農 農家総所得(千 円) ⑦ 862.7 1,665.2 4,076.9 5,937.9 7,478.6

家
⑧

農家総所得(実 質)(千 円)

就業者1人 当た り所 得(千 円)

⑧

bニ⑧/⑥

2,552.4

985.5

4,022.2

1,547.0

5,686.1

2,256.4

6,276.8

2,461.5

7,478.6

2,991.4

世帯員数(人) 〔D 4.11 3.89 3.81 3.83 3.79

全 有業者数(人) {2) 1.52 1.56 1.50 L51 1.57

書 実収入(千 円) {3) 797.3 1,390.5 2.8972 4,254.0 5,387.5
市

勤 ◎ 実収入(実 質)(千 円) (4) 2,817.3 3,768.3 4,576.9 4,872.9 5,387.5

労
者

有業者1人 当た り実収入(千 円) c=(4)/(2) 1,853.5 2,415.6 3,051.3 3,227.1 3,431.5

世
帯 第

n

世帯員数(人)

有業者数(人)

(5}

(6)

3.88

1.40

3.72

1.42

3.75

1.39

3.72

1.37

3.73

1.43

階 実収入(千 円) (7). 60L9 1,074.4 2,201.5 3,275.0 4,045.1

層
◎

実収入(実 質)(千 円)

有業者1人 当たり実収入(千 円)

(8)

d={8}/〔6}

2,126.9

1,519.2

2,911.7

2,050.5

3,477.9

2,502.1

3,751.4

2.7382

4,045.1

2,828.7

農

為骸
世帯当た り所得(%)

就業者1人 当たり所得(%)

③/(3)

a/C

104.7

49.4

114.8

60.0

136.9

71.1

131.7

72.8

128.6

82.0

対
儲
帯 駕

世帯当た り所得(%)

就業者1人 当た り所得(%)

⑦/〔3}

b/c

108.2

53.2

119.8

64.0

140.7

73.9

139.6

76.3

138.8

87.2

比 農

為
、

%
世帯 当た り所得(%)

就業者1人 当たり所得(%)

③/(7}

a!d

138.7

602

148.6

70.7

180.2

86.7

17L1

85.8

171.2

99.5

溜 瓦 世帯当たり所得(%戊 ⑦/(7} 143.3 155.0 185.2 181.3 184.9

篇 ⑳ 就業者1人 当たり所得(%) b/d 64.9 75.4 90.2 89.9 105.8

出所:第2表 に同 じ。

原注11)勤 労者世帯 の実収入 は総務庁の消費者物価指数(総 合)、 農家世帯の農業所得は農林水産 省の

農村物価指数の購入品総合で それぞれ実質換算 した(1985=100)。

2)農 家総所得 は勤労者世帯 との比較上通勤定期代を含めた もの。

3)勤 労者世帯 の第 皿階層 は年数値であ る。

原資料:農 林水産省 「農家経済調査」、総務庁 「家計調査」。

の担い手の、層としての存在というにはいかに

も無理である。筆者が、できるだけ多くの家族

経営を自立経営として維持 ・育成するという課

題を再把握 ・再構成する必要があるとするゆえ

んである。

しかも問題はそれだけにとどまらない。

第一は、これらの経営が地域的に、また経営

部門的にいわば均等に展開 しているわけではな

いことである。地域的に最も深刻なのは、中 ・

四国などの山間地帯であるが、そこでは老人だ

けがひっそり暮すだけの農家やほとんどそうい

う農家だけの集落が急速に増加 しっつある。ま

さに集落崩壊直前の村々の発生である。また経

営部門的には、稲作を含む土地利用型農業にお
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第3-2表 農家世帯と勤労者世帯の家計費の推移

家 計 費
総 額

飲 食 費住 居費
光 熱
水道料

家具家事

用 品 費

被服及び

履 物 費

保 健
医療費

交 通

通 信 費
教 育 費

教 養
娯楽費

雑 費

そ の 他

名 年度

農 貝千 1975 2,650.0 687.4 156.2 84.7 M9.1 192.9 68.8 263.4 60.4 169.9 824.2

巴 1985 4,700.7 1ρ23.9 252.2 200.7 195.5 283.5 108.1 694.0 113.7 335.8 1,493.3

家
構 1975 100.0 25.9 5.9 32 5.6 7.3 2.6 9.9 2.3 6.4 30.8

世 雀
(%) 1985 100.0 2L8 5.4 4.3 4.2 6.0 2.3 14.8 2.4 7.1 31.8

帯 対 名目 1.77 L49 1.61 2.37 L31 L47 L57 2.63 1.88 1.98 1.81

比 実質 L21 輻05 125 1.32 Lo3 1.04 L17 L85 0.59 1.38 1.16

農家世帯の住居費には建物の減価償却費、交通通信費には自動車の減価償却費か含まれる一方で勤労者世帯の交通通信費に
は通勤定期代やF1動`算購入費が含まれるなど調査間で科目分類に若干の相違があるが、傾向を読みとる意味で同一の表とし

た。

肖 1975 1,992.4 597.9 (56.3)101
.0 82.3 98.9 1792 47.5 131.0 53λ 169.0 532.2

勤 A

労

千円
)

1985 3,473.9 892.4 (104」)165
.0

205.5 M6.2 242」 8L8 335.4 M5。9 303.2 956.4

鍵 1975 100.0 30.0 (2.8)
5.1 4.1 5.0 9.0 2.4 6.6 2.7 8.5 26.7

者 比

ε 1985 100.0 25.7 (3.0)
4.7 5.9 42 7.0 2.4 9.7 4.2 8.7 27.6

世

対
名目 1.74 L49 (1.85)

L63
2.50 1.48 1.35 1.72 2.56 2.73 1.79 1.80

帯 比
実質 1.10 1.oo (1.09)

0.96
1.35 1」7 0.88 L13 1.55 1.16 L20 1.03

出所:第2表 と同じ

原注1.農 家世帯の実質換算は農村物価指数の生活資材指数によった。
2.勤 労者世帯の住居欄の()内 は家賃 ・地代である。

原資料:農 林水産省 「農家経済調査」、同 「農村物価賃金調査』、総務庁 「家計調査」、同 「消費者物価指数」。

いて事態は一番深刻である。

第二は、これら自立経営的あるいは中核農家

的な農家にあってもそこに存在する基幹的男子

農業専従者のほとんどは、40才 以上の中高齢者

であって、青壮年はきわめて少ないということ

である。1985年 農業センサス以後の統計では、

第6表 の通 りであるが、1987(昭 和62)年 にお

いて、29才 以下の青年農業者は、わずかに7万

4,000人 、っまり全国の1市町村平均では各25人

ていどの青年が専業的に農業に従事 しているに

すぎない。今では毎年の男子新規学卒就農者は

全国で3,500人 ていど、っまり1市町村にわずか

1人づっ程度生れるにす ぎない。農業青年の結

婚難とあわせて、農業構造問題最大の危機指標

はここにあるといわなければならない。なぜな

ら労働力は最大の生産力構成であり、人は必ず

1年に1才つつ老い、その補完は必ず生身の人間

自身によってなされなければな らないからであ

る。

以上のような農業労働力の補充と農家自体の

再生産の困難は、構造問題 としては土地問題そ

のものよりもかに深刻である。今日み られはじ

める脱サラ、脱都会志向ともかかわって一定の

新規参入希望者があり、そこには経験にとらわ

れない新鮮な発想があるとしても、経験の不足

と土地負担の重さか らして新規参入者の経営的

成功には見通 しも保証もあるわけではない。そ

ればかりか、都市の金持の道楽や大企業中心の

「金余り」の下で投資や投機目的を秘めての、

みせかけの新規参入などが広 く発生したのでは
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第3-3表 農家世帯と勤労者世帯の収入と支出(全 国1戸 当たり ・年額)

農 家 世 帯 勤 労 者8量 帯

租税公課諸負担 非消費支出 借入金返済
農 家 可処分 家計 費 貯 蓄 借入金 可処分 消 費 貯 蓄

実収入 土地 ・家屋

租 税 租 税
総所得 所 得 総 額 (純 増) 返 済 所 得 支 出 ㈱ 増) 借入金返済

年度

名
1965 835.1 60.0 釦.5 775ユ 棚.5 160.6 149.3 778.7 66.5 38.4 712.2 585.2 84.5 16.8 一

旦 1970 1,591.9 1431 77.7 1,448.8 1.2252 326.9 275.9 し355.・ 111.8 61.2 1,243.6 991.0 16L8 34.0 14.6

干
円

1975 3,960.7 389.7 205.9 3.57LO 2,650.0 852.9 539.3 2,833.8 247.7 129.4 2.5861 1,992.4 382.5 83.0 53.6
口

1980 5,593.8 778.6 410.9 4,815.2 3,942.0 1,022.1 8292 4,196.2 529.6 290.3 3,666.6 2,857.5 476.6 174.4 143.2

1985 6,915.9 1,160.8 638.4 5,755.1 4,700.7 1,351.6 9133 5,338.2 853.8 490.2 4,484.3 3,473.9 578.2 285.5 2仙.4

1965 100.0 7.2 3.7 92.8 78.4 19.2 17.8 100.0 8.5 4.9 91.5 752 10.9 2.2 一

構成
1970 loo.o 9.0 4.9 91.0 77.0 20.5 17.3 100.0 8.2 4.5 91.8 73」 ll.9 2.5 1.1

比
( 1975 100.0 9.8 5.2 902 66.9 2L5 13.6 100.0 8.7 4.6 91.2 70.3 13.5 2.9 1.9

名U 1980 100.0 13.9 7.3 部.1 70.5 18.3 14.8 100.0 12.6 6.9 87.4 68」 11.4 42 3.4
星

1985 100.0 16.8 9.2 832 70.0 19.5 132 100.0 16.0 9.2 84.0 65.1 10.8 5.3 4.5

1965 2,740.7 177.5 90.2 2,293.2 2,064.7 475.1 44輻7 2,751.6 235.0 135.7 2,516.6 2,067.8 298.6 59.4 一

実質
1970 3.8152 345.7 187.7 3,499.5 3,040.2 789.6 666.4 3,673.2 303.0 165.9 3.3702 2,田5.6 438.5 92.1 39.6

宇 1975 5,524.0 543.5 287.2 4,980.5 3,89L3 1,189.5 752.2 4,476.8 39t3 204λ 4ρ85.5 3,147.6 604.3 131.1 84.7

巴 1980 5.913」 823.0 434.4 5,090.1 4,62t3 1,080.4 876.5 4,806.6 606.6 332.5 4,200.0 3.2732 545.9 199.8 164.0

1985 6,915.9 1,160.8 638.4 5,755.1 4,700.7 1,35L6 913.3 5,338.2 853.8 4go.2 4,484.3 3,473.9 5782 285.5 211.4

ヲ
名目 8.28 19.35 20.93 7.42 7」8 8.42 6」2 6.86 12.84 12.77 6.30 5.94 6.84 16.99 一

65 実質 2.釦 6.54 7.08 2.51 2.28 2.84 2.07 L94 3.63 3.61 1.78 L68 1.94 4.81 一

年 70/65 9.2 M3 15.8 8.8 8.0 10.7 8.6 5.9 5.2 4」 6.0 5.4 8.0 9.2 一

事
75ノ?0 7.5 9.5 8.9 7.3 5.0 8.5 2.5 4.0 52 4.3 3.9 32 6.6 7.3 16.4

A

実質80/75 L4 8.7 8.6 0.4 3.4 △1.9 3」 1.4 9.2 lo.2 0.6 0.8 △2.0 8.8 M」
　

85/80 3.2 7.1 8.0 2.5 0.3 4.6 0.8 2.1 7.1 8」 1.3 1.2 L2 7.4 8.o

出所:第2表 に同じ。
原注1.農 家世帯の家計費総額は生活資材総合指数で、その他は農家購入品総合指数で実質換算した。

2.勤 労者世帯の実質換算は、消費者物価指数で行うた。
原資料:農 林水産省 「農家経済調査」、同 「農村物価賃金調査」、総務庁 「家計調査」、同 「消費者物価指数」。

たまったものではない。っまり、農業労働力の

補充問題と農業生産の単位としての農家=家 族

農業経営の再生産の問題を新規参入の問題など

によってすり替えることはできないし、そこに

は大きな危険もある、ということである。

このような労働力をめぐる深刻な実態は、農

水省構造改善局の構造改善基礎調査など多くの

実態調査によっても広 く確認されはじめている

ところであるが、筆者がこの調査に参加 してえ

たふたつの事実だけをここで記しておきたい。
ロわ

ひとっは岐阜県古川町下野集落の事例である。

もうひとつは、北海道深川市納内地区の事例で

ロの

ある。

盆地の水田地帯に属する岐阜県古川町下野集

落は、38戸 の農家によって構成され、水田転作

にかかわって野菜と花が導入され転作地の集団

化 も行なわれている集落であるが、38戸の うち

大規模な規模拡大農家が2戸、若干の借入があ

る農家が3戸 、集団転作の関係で貸 しと借りの

双方がある農家4戸 を含めていわば自作規模の

農家が22戸 、11戸が貸付地のある世帯であ った

が、 このうちの7戸 は全面貸付で実質非農家と

なっている状態であった。集落を構成する農家

のこのような分化の状態は、今日の比較的に兼
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第4表 農業所得と製造業(5人 以上)常 用労働者賃金との格差
(単位 円、%)

1日 当た り農業所得 製造業常用
常用労働者の賃金

製造業常用労働者規模別1日 当たり

全 農 家
平 均

2ha以 上

平 均

労 働 者1日

当 た り賃 金
と農業所得の格差 賃 金 と2ha以 上 農 家 の1日 当 た り

農 業 所 得 の 格 差

① ② ③ ①/③ ②/③ 5～29人 30～99 100～499 500人 以上

年度
1960 525 811 847 62.0 95.7 149.6 114.5 94.7 67.7

1965 1,148 1,583 1,472 78.0 107.5 141.3 121.7 106.7 85.6

1970 1,841 2,484 3,028 60.8 82.0 109.6 94.6 80.8 64.8

1975 4,537 6,265 7,255 62.5 86.4 122.1 101.5 80.8 64.8

1976 4,552 5,983 7,967 56.8 75ユ 106.1 89.2 71.0 55.6

1977 4,824 6,266 8,694 55.7 72.1 100.5 86.2 67.6 53.5

1978 5,240 6,857 9,191 57.0 74.6 1032 87.5 69.2 55.1

1979 5,077 6,652 9,719 522 68.4 94.0 81.7 63.2 49.4

1980 4,546 5,870 10,480 43.4 56.0 78.0 66.3 53.2 40.1

1981 4,579 5,911 11,139 41.1 53.1 74.9 63.0 49.2 38.0

1982 4,523 6,371 11,527 39.2 55.3 77.8 66.5 51.9 29.3

1983 4,681 6,649 11,936 392 55.7 79.0 67.2 52.1 39.6

1984 4,927 6,984 12,461 39.5 56.0 78.9 68.7 51.8 39.5

1985 4,923 6,995 12,773 38.7 54.8 78.5 66.1 52.3 38.4

出所:第2表 と同 じ。

原注:1)1日 当た り農業所得及 び賃金 は次式によ り算 出 した。

農業=農 業所得/能 力換算家族労働 日数
製造業=現 金給与総額/出 勤 日数

2)地 代や支払利子 、支払 い労賃等を除いて比較 すべきだが、 ここでは考慮 しないで比較 した。

原 資料:農 林水産 省 「農家経済調査」、労働省 「毎 月勤労統計調査」。

業条件に恵まれている平坦な水田地帯において

まず標準的ではないかと思われるのであるが、

ここで驚いたこととして記 したいのは、2戸 の

規模拡大農家の うち1戸 の経営主が、稲作全粗

収益の範囲内なら水田を買うとして強い自作地

拡大型の規模拡大志向を示 しなが ら、にもかか

わ らず 「こんな農業情勢では息子に農業を継が

せる気はない」としたことであった。

次は北海道深川市納内の隣接 しあう2集落の

事例であるが、36戸 の構成農家のうち、後継者

の在宅兼業および他出他業就業が実に15戸をか

ぞえたのであった。この集落は1975年 度におい

て も調査を実施 したのであったが、当時はほと

んどが後継者をふ くめて稲作専業農家として存

在 した分厚い専業集落であった。その後継ぎ層

の就業状態の激しい変化と、 「いまの農業情勢

では息子に農業を継げとはいえない」とする経

営主層多数の意見の変化はまことに目を瞠るま

でのものであった。

いいたいことは、農家の後継青年だけではな

く、現に強力な専業農民として生きる農民の圧

倒的多数が、息子への農業経営の継承にほとん

ど展望と自信を失っているのが今 日の現実であ

り、日本の農業は労働力の補充と経営の承継の

面でお先真暗な事態になってきているのではな

いかということである。

農業構造問題といえば、これまで関心は専 ら

農業経営の規模問題に収欲する傾向があった。
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第5表 家としての兼業種類別の農家経済(第fi種 兼業農家 ・1985年度)

出稼ぎ 臨時的賃労働 恒常的賃労働 職員勤務

実数 構成比㈲ 実数 構成比{刈 実数 構成比㈹ 実数 構成比(刈

世帯員数(人) 3.23 一 3.45 一 4.52
一

4.65
一

就業者数(人) 2.08 一 2.15 一 2.63
一

2.50
一

農 業所得(千 円) 34L8 7.7 489.7 lL6 562.1 8.3 453.9 5.3

農外所得(千 円) 1,291.8 29.0 2,443.1 57.9 5,109.5 75.5 6,675.6 77.3

出稼ぎ被贈扶助等の収入(千 円) 2,814.9 63.3 1,287.9 30.5 1,094.0 16.2 1,509.9 17.5

農家総所得(千 円) 4,448.0 100.0 4,220.7 100.0 6,765.6 100.0 8,639.4 100.0

租税公課諸負担(千 円) 546.0 12.3 576.6 13.7 1,089.5 16」 1,502.9 17.4

可処分所得(千 円) 3,902.0 87.7 3,644.1 86.3 5,676.1 83.9 7,136.5 82.6

家計 費総額(千 円) 3,101.4 69.7 3,40L9 80.6 4,610.6 68.1 5,588.8 64.7

世帯 員1人 当た り家計費

総額(千 円) 960.2 (100.0) 986.1 (100.0) 1,020.0 (100.0) 1,201.9 (10回)

飲 食費(千 円) 218.9 (22.8) 236.9 (24.0) 233.1 (22.9) 2422 (202)

住居費(千 円) 56.7 (5.9) 53.3 (5.4) 51.3 (5.0) 60.3 (5.0)

光熱水道料(千 円) 53.2 (5.5) 47.3 (4.8) 44.3 (4.3) 45.9 (3.8)

家具 ・家事用品費(千 円) 48.5 (5.1) 42.0 (4.3) 42.9 (4.2) 49.5 (4.1)

被服及び履物費(千 円) 65.9 (6.9) 49.2 (5.0) 59.6 (5.8) 81.3 (6.8)

保健医療費(千 円) 18.9 (2.0) 34.4 (3.5) 21.3 (2.1) 23.0 (1.9)

交通通信費(千 円) 112.8 (1L7) 127.2 (12.9) 1㏄.3 (16.3) 182.2 (15.2)

教育費(千 円) 27.2 (2.8) 11.6 (1.2) 22.7 (2.2) 32.8 (2.7)

教養娯楽費(千 円) 57.1 (5.9) 60.9 (6.2) 67.7 (6.6) 88.2 (7.3)

雑 費(千 円) 301.0 (31.3) 243.6 (24.7) 239.4 (23.5) 310.1 (25.8)

臨時費(千 円) 0.0 (0.0) 79.7 (8.1) 71.5 (7.0) 86.4 (7.2)

借入金(年 度末)(千 円) 1,978.4 44.5 1,078.4 25.6 1,377.6 20.4 1,499.7 17.4

出 所:第2表 に同 じ。

原資料:農 林水産 省 「農家経済調 査」

第6表 最近における基幹男子農業専従者数の
推移(千 人、%)

1985 86 87

総 数 鰯 959 887

16-29才 88 84 74

30-39才 188 197 189

40-49才 231 218 195

50-59才 458 460 429

資料:1985年 農業センサス ・農業調査

しかしながら、第一に家族経営という経営の質

なりタイプなりの問題に加えて、第二にこの農

業生産の担い手 としての後継青年の確保問題、

そして次の問題として、第三に恵まれない地域

の維持問題を、これからの構造問題、構造政策

の課題として強 く意識する必要があると筆者は

考えざるをえないでいる。

第三の点にっいていえば、ヨーロッパ諸国の

多 くは、均分相続法制をとるがゆえに、土地負

担の軽減問題と併せて、青年農業者の確保 ・定

着問題を早くから重視 してきたが、先にも述べ

た1985年3月 のEC理 事会規則はフランス ・ド

イツ ・オランダなど加盟諸国のこれらにかかわ

る政策の展開をふまえつっ、青年農業者の定着

援助と条件の悪い地域の保全 ・維持の重視を打

ちだした。日本もこれと同 じ意味で、構造政策

の幅と内容を、理念的にもまた実際の採用施策

としても、広く深くとらえる必要があると思わ

れてならない。 しかもこの恵まれない地域の維

持 ・振興ということになると、日本ではす ぐに

「捨て金を恵む」が ごときデカップリングと外
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か ら資本が進出 しての リゾー ト開発に期待する

という、このふたつだけが問題になりそうな傾

向にある。農産物の生産過剰傾向のなかで、西

ヨ一口ヅパでも条件不良地域への施策ばかりか

平坦な農業地域に対する施策でも、たしかに集

約農業ではなく、粗放な農業による自然 ・環境

保護の重視などが打出されている。だがそれは

消極的にそうなるということではなく、遙かに

積極的なものとしてそうなっているのであり、

またその主体となると、日本のように民活を唱

えて全国的ネット・ワークをもっ大企業が顔を

だすのではなくして、ナショナル ・トラス トと

か自治体とか公的土地管理機構などが担い手と

なるのであって、日本とは一味も二味 もちが う

ことを指摘 しておきたい。

2.農 地問題

さてまた土地問題に立ち戻 って、次に、構造

問題の他の側面、農地の権利移動 と地価 ・小作

料問題などについて述べたい。

自作地有償所有権移転の問題については、そ

の量に関連 してはさきににも若干ふれたが、今

日農地流動化の主流とみなされている利用増進

法による利用権設定を中心に、農地の権利移動

と転用の量的推移を過去にさかのぼ って統計数

値として示せば第7表の通 りである。以下利用

増進法による利用権設定に着目して以下若干論

ずれば、その権利設定面積は、利用増進法制定

2年後の1982(昭 和57)年 から、ほとんど毎年4

万haを 超え、自作地有償所有権移転の量を確

実に上回り、文字通り耕作 目的の農地移動の主

要形態となった。ただし利用権の終了による賃

貸借関係の消失 も、かなりあるのであって、蓄

積量としての賃貸借面積が毎年 このテ ンポでふ

えてきているわけではない。

しか もこの利用権にっいては、次の傾向も明

確に確認できるようになった。

第一に、移動の下層から上層への階層性が極

めて明瞭なことであって、権利設定事由別の面

積構成のうち約20%が 「高齢化、病気等で労力

不足」、約15%が 「兼業による縮小」、約10%

が 「農業廃止」であるところからして も、当初

の見込み通 り兼業化ないし高齢化に伴う下層か

らの貸供給が、専業的農業志向農家の規模拡大

に資することになっているのは明らかである。

第二に、貸 し手への賃貸借奨励金の交付とも

かかわって、農振法中の利用増進事業時代はま

た別としても、利用増進法の制定以後は利用権

の存続期間が明らかに長期化するようになって

いる。1986(昭 和61)年 の実績では、22,114

haの 利用権の終了の うち10,004haが 再設定

されている状況にもある。なぜ過半の利用権が

再設定にならないかについては、各種補助事業

との関係などで検討すべ き問題があるが、他方

で半ば近 くまでが再設定されているということ

には、いわゆる農地法アレルギーが解消 して不

可逆的安定的な賃貸借関係の成立を認めること

もできよう。

この2点 と設定面積の大きさからして、農地

法のバイパス法制としての農用地利用増進法の

制定は、時宜と状況に適合的で大きな成功を収

めっっあるといってもいい。

しか しながら、実態調査によって確認される

ように一方でなおヤ ミ小作関係が解消 しない地

域がありっっも、国はこの利用権設定をめぐっ

て 「掘りおこし活動」というかたちで極めて活

発に行政指導を行ない、多 くの自治体 レベルで

は農地行政を、農地転用許可の進達と農業者年

金の業務を 「座 ってしている農地法実務」と、

脚と各種事業との抱 きあわせで稼 ぐ 「流動化行

政」のふたつに分裂 させ、いわば農地行政の2

元化現象をつ くりだしているほどなのに、なお
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第7表 規模の拡大 ・縮小にかかわる耕作目的の農地移動と農地転用の推移
(単位:1000ha)
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資料:「 農地調整年報」、「農地移動実態調査結果」、「利用権設定等実態把握調査結果」。

(注)1)「 拡大 ・縮小にかかわる移動」には、ほかに小作地移動、自作地無償移動などがあるが規模変動への影響はネグ
リジブルなので無視 した。農協への経営委託に伴 うものは賃借権設定に含む。使用貸借は不安定な移動なので無

視した。
2)農 地法3条の貸借権設定の1976年以降は年金受給日的のものはさしひいてある。

3)自 作地売買には1981年以降はその前年制定の利用増進法によるものを含んでいるが、貸借権設定と同移転は農地

法3条によるものと利用増進法によるものを分けて表示した。

利用権設定の実績は年4万haあ まり、再設定

されない利用権終了を控除 していえばせいぜい

3万haに とどまるという事実には十分に注目す

る必要がある。自作地有償所有権移転と農地法

3条許可にかかる賃借権の設定をこれにあわせ

ても規模拡大にプラスしうる耕作目的の農地移

動面積は、年間7万haに は達 しにくいのであ

る。この事実が意味す ることを考察 し、その結

果を思慮 してみることはやはり重要である。筆

者として指摘 したいのは 「貸 し」と 「売 り」の

間には大きな相異があるといえども、自作農的

農民的な土地所有の下で、兼業化の深化にもか

かわらずその兼業条件と農業情勢の展開次第で

は農業に回帰することもありうる農家としては、

当面これ以上の貸供給は行ないがたいのではな

いかということである。
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もちろん、今日の40才台以上の基幹的農業従

事者たちの高齢化や農業情勢の著るしい悪化に

よって貸供給が今後一気に増加する可能性がな

いではない。だが、その場合にも今でも数少な

い自立経営や中核農家に強い規模拡大志向が生

ずるかどうか。また今 日すでに非自立的 ・非中

核的となうている農家のなかか ら、農業に回帰

して農業をもって自立 しようとする一定数の農

家が育ちうるかどうか。それが問題である。

次に、小作料 と地価の問題にっいて若干述べ

たい。

周知のように、小作料に関する制度は、1970

(昭和45)年 改正農地法によって統制制度は廃

止され、それまでの個人にかかる小作地につい

ては1980年 まで経過措置が残されたものの、標

準小作料の下での契約自由、ただ し定額金納制、

減額の勧告がありうる一 という制度 に移行

した。 この下での実勢小作料の水準をみたもの

が第8表、標準小作の水準をみたものが第9表で

あるが、この小作料をめ ぐっては、これまでに

次のような問題があった。

第一に、多 くの地域では実勢小作料の下限が

標準小作料の水準に見合うようなことが多かっ

たのであるが、災害のさいの減額請求権(農 地

法24条)と の関係で、当初の標準小作料は、田

の場合粗収益の25%以 内として設定された一方

で、土地改良事業が積み重ねられたような生産

力の高い地域では、耕作農家の採算としては、

それ以上の小作料を支払 いうるという状態が

あった。 このために高いヤ ミ小作料が成立 して、

これが標準小作料にな じみにくいという問題が

あった。

この問題はその後行政指導によって解決され

たが、これに関連 して第二の問題として、農用

地利用増進事業の行政指導もかかわって、標準

小作料を基準とした減額勧告の基準としての標

第8-1表 権利設定の時期別にみた小作料の水準 〔水田〕
(10ア ー ル 当 り、 円)

平均
農地改革
以 前

改革後
～1960年

1961～

1970年

1971～

1980年

1981年

以 降
不 明

1979年調査

1983年調査

1985年調査

1987年調査

27,507

33,203

34,655

29,459

13,077

26,356

27,797

23,866

13,095

26,599

27,284

27,993

47,364

27,757

29,567

28,638

37,186

36,310

37,134

30,229

一

36,479

36,890

29,570

■●●

●●●

33,240

29,049

資料:全 国農業会議所 「水田小作料の実態に関する調査結果」

第8-2表 契約の形態別にみた小作料の水準 〔水田〕
(10ア ール 当 り、 円)

平 均
農 地 改 革
残存小作地

農 地 法
3条 許可
小 作 地

利 用 増 進
小 作 地

相対による
個人 契約小 作 地 そ の 他 不 明

1985年調査

1987年調査

34,655

29,459

27,420

24,203

35,523

29,064

36,131

29,342

34,895

30β51

28,861

33,450

31,868

33,500

資料:全 国農業会議所 「水田小作料の実態に関する調査結果」
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第9表 標準小作料水準の推移
(単位:】0ア ール 当り円)

水 田(稲 作) 普 通 畑

1970・71 1974 1977 1980 1983 1986 1970・ 刊 1974 1977 1980 1983 1986

全 国 12,930 19,210 24,621 27,429 27,333 27,088 3,719 5,766 8,251 9β41 9,430 9,650

北海道 9,279 16,609 23,397 25,353 25,316 24,631 2,077 3,707 5,637 6,773 6,562 6,591

東 北 15,51? 24,636 33,064 36,310 36,648 36β46 4,524 8,935 11,915 12,853 12,612 12,721

北 陸 レ幽.910 22,116 28,116 30,443 30,341 30,247 6,209 8,762 10,921 9,921 ll,204 13,956

関 東 11,630 15,707 20,783 23,682 23,673 23,813 6,160 8,310 11,089 13,125 13,374 1イ,180

東 海 9,218 t2,506 15,392 17,643 18,343 17,846 5,M6 8,470 10,642 1L660 12,879 12,224

近 畿 10,496 13,538 15,948 18,196 18,795 18,862 4,869 4,939 6,553 7,642 10,266 7,824

九 州 12,984 21,108 25,855 28,839 28,478 28,516 4,198 7,505 9,659 11,274 11,580 11,953

資料:農 水省農政課 「標準小作料改訂に関する資料」
(注)標 準小作料は 「農地区分」を設けてそれごとに設定されるが、ここに示したのはその農地区分の面積をウエイ トとし

た加重平均値としての水準。

準小作料の30%ま し水準を標準小作料とみなし、

その水準で利用増進法による利用権設定小作地

の小作料契約を結ばせるという傾向が生 じたの

であった。こうした理解は、高い地代が農地の

流動性を高めるという誤 った認識を基礎として

いるが、このような事態の解決がまだ十分でな

いうちに、生産者米価の引下げをはじめとする

農産物価格の低迷と稲作転作の拡大などによっ

て農業生産の収益性は急速に悪化 し、現在では

標準小作料の改訂を急いで、多 くの契約小作料

を引下げ改訂す ることが必要にさえなってきて

いるのである。第10表 は1960(昭 和35)年 を出

発点として、主要な年次について、米生産費調

査の結果から稲作の作付面積規制別純収量を計

算 してみたものであるが、豊凶差によって当然

に純収益が上下するに加えて、米価の動向とと

もに1967(昭 和42)年 をピークにそれ以降は、

階層間格差の拡大をみせつつ も純収益の水準と

しては急激に落ち込んでいることが確認できる。

稲作転作の拡大 ・固定化によって農家の感覚で

は水田の収益性はさらに悪化 しているにちがい

ないと思われるが、 このような状況の下では、

小作料の収益基準での引下げ ・適正化が必要と

なっているのは明白である。

もちろん現段階における農地貸付層は農地改

革前のような階級としての地主ではない。ほと

んどが兼業農家からの農業離脱型であって、特

に東北地方をはじめとし、必ず しも恵まれない

賃労働条件の下では生計費の補充として小作料

収入をあてにせざるをえない状況もある。この

ような状態だけを重視 しすぎることが、実質的

に高い地代を約束する農協などの経営ないし作

業の受託などが成立し、また残存 しっづける事

由でもある。だから、小作料は安ければ安いほ

どいいというわけではもちろんない。 しかし他

面で耕作者が物財費を償えず適正な労賃も確保

しえないような小作料支払いを強制されたので

は、経営の発展のみならず借地の耕作の継続さ

え望まなくなるだろう。そういう意味で適正な

地代形成をめざす政策の具体化としての標準小

作料算式に基いて、適正な地代形成を確保 しっ

づけることは構造政策の展開にとって、今後と

も欠 くことのできない条件であることを銘記す

る必要がある。
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第10表 水稲作純収益の推移(水 稲作付面積規模別)
(単位:10ア ール当 り円)

●

0.3ha未 満 0.3-0.5ha 0.5-1 1-1.5 L5-2 2-3 3-41・ ・5 5ha以 上 平 均

1960 450 432 430 441 459 468 465 444

収 67 487 477 480 顕 524 謡 512 502

量 71 454 447 455 475 487 495 477 427 捌 464

75 脳 500 505 524 544 編 578 532 481 525

A

kg
　

80

83

460

473

456

472

473

479

486

492

509

502

520

512

547

517

顕

521

502

428

489

488

86 527 515 524 鵬 560 561 醐 567 561 540

1960 31,628 30,729 30,849 31,694 32,995 33,445 33,084 31,802

粗 67 64,922 63,295 63,803 66,997 69,492 70,609 67,046 66,440

71 65,035 64,334 65,519 67,726 69,075 69,718 67,150 58,535 54,026 66,204

収 75 133,453 132,517 134,189 138,238 142,744 148,127 150,887 139,735 126,090 138,385

80 M4,164 141,754 M7,471 150,557 156,963 159,358 165,088 163,416 139,924 150,733

益 83 153,957 15イ,199 155,519 159,350 162,410 165,019 168,056 164,509 129,661 157,890

86 171,652 167,996 170,512 174,292 180,305 180,890 177,967 178,905 167,626 173,887

1960 19,382 19,607 18,926 18,174 18,075 18,384 17,243 ハ8,488

生 67 41,801 41,011 38,374 35,957 35,080 33,963 34,017 36,645

産 71 61,640 57,391 53,234 49,273 46,286 45,663 42,526 41,674 41,235 50,459

75 110,397 101,640 92,857 85,792 79,932 75,367 69,028 71,683 69,384 85,489

費 80 177,730 164,000 144,998 132,433 119,640 112,845 106,337 108,186 97,591 135,760

用 83 202,411 178,054 161,419 141,671 132,181 121,314 122,366 112,」64 101,033 149,737

86 206,418 189,593 169,022 148,477 136,259 124,798 120,565 116,701 111,850 150,879

1960 12,300 11,122 11,923 13,520 14,938 15,070 15,&11 13,314

純 67 23,121 22,284 25,429 31,040 34,412 36,646 33,029 29,795

71 3,393 6,943 12,285 18,453 22,789 24,055 24,624 16,861 12,791 15,745

収 75 23,056 30,877 41,332 52,446 62,812 72,760 81β59 68,052 56,706 52,896

80 △33,561 △22,246 2,473 18,124 37,323 46,513 58,711 55,230 42,333 14,973

益 83 △49,454 △23,855 △5,900 17,679 30,229 43,705 45,690 52β45 28,628 8,153

86 △34,766 △21,597 1,490 25,845 44,046 56,092 571402 62,204 55,776 22,998

資料:農 水省 「米生産費調査」
(注)D販 売農家の数値

2)1960は 反当。
3)生 産費用には4%の 資本利子を含む。

次に最近の地価動向と当面の構造問題との関

連にっいて述べたい。

1970(昭 和45)年 農地法改正期にかなり皮相

な地価についての認識があって今 日までそれが

ひきつがれていることの問題性についてはさき

に述べたが、今日大都市の宅地から農山村の農

林地に及ぶ全土地について地価の二極化現象と

いうことがいわれる。筆者もそのことについて
ロの

すでに1987年 か ら問題を指摘 してきた。問題は

農地を含み、 しか も農地だけに限られるのでは

ないのであって、日本経済の農工間と地域間の

双方からなる著るしい不均等発展と膨大な資本

蓄積 と信用創造の下での投機的要因 とからみ

あって、1986年 から巨大都市とその周辺だけで

地価が急騰 し、小都市を含めて農業的な地方で

は、農業を含む地場経済全体の沈滞のなかで地

価が低迷することとなったのである。その点で

は1970年代初期の 「日本列島改造」期とは事態

は明白に異なり、今日の産業構造調整 と密接に

かかわりあっているのである。その最近の現象

形態を簡単に示 したものが、第11表でなるが、

以下農地価格だけに問題を限ろう。

一24一



第11--1表 最近の農地価格の動向(対 前年騰落率)

(%)

不 動 産 研 究 所 調 べ 全国農業会議所調べ(都市計画線引きのない町村の農用地区域)

中 田 中 畑 中 田 中 畑

1987年/肪 年 88/87 87/86 88/87 87/86 88/87 87/86 88/87

全 国

北海道

東 北

関 東

九 州

0

△5

△3

1

1

0

△3

△2

3

△3

0

△3

△3

△1

0

△1

△7

△4

4

△3

0.5

△4.6

△2.3

1.4

△1.7

L5

△7.7

△4.0

2.1

△1.5

0.4

△5.6

△3.2

1.0

△1.6

1.3

△4.4

△3.6

2.2

△1.5

第11-2表 公示地価(宅 地)の 対前年変動率
(%)

住 宅 地 商 業 地 住 宅 地 商 業 地

1988年/87年 89/88 88/87 89/88 88/87 89/88 88/87 89/88

全 国 25.0 7.9 21.9 10.3 神奈川 85.7 △7.6 90.6 △0.8

愛 知 7.1 162 16.4 20.2

北海道 △0.2 4.3 63 10.0 大 阪 20.6 35.5 37.5 33.0

青 森 △0.3 0.0 0.7 0.8 兵 庫 19.6 21.9 35.4 25.4

秋 田 △0.1 △0.1 0.9 0.9 高 知 △1.1 △0.4 △0.8 △0.4

千 葉 61.4 17.2 87.7 19.6 宮 崎 △0.4 0.0 LO 1.7

東 京 67.0 △6.3 36.7 △0.8 鹿児島 △0.2 0.2 3.3 2.7

すでに1983年 当時か ら農業的な道県の農村で
ロらノ

の農地価格の下落ははじまっていたが、このよ

うな農地価格の下落傾向は、今では北海道 ・東

北 ・九州などの農業地帯はもちろん、その他の

県で もおよそ開発事業が当面見込めない農村地

帯では広汎に認められるようになった。ピーク

時に比べて半値に近い低落となっている所もあ

るし、売りがあっても買い手が出ないという意

味での 「農地余り現象」も広 く認め られるよう

になり、今ではそれが農地の売買流動性を低め

てきている。担保価値の下落か ら農協が離農を

勧告 し、 しかも町村外の非農業者や企業にその

農地を売りたがるというきわめて危険な傾向を、

きわめて遺憾なことに筆者自身、数ケ町村で確

認 しなければならないこともあった。ここにお

いて中上層農家にむしろ多い過去の規模拡大に

原因する負債の負担を軽減する措置が、まさに

構造政策の一環 として求められているとともに、

農地価格の抑制のみならず下支えの側面 も含む

両面的な農地価格政策の展開と、自作地形態で

の農地移動の適正化のための財政措置を含む農

地保有合理化事業の強化が求められているとい

わなければならない。

地価低落と財政難のなかで、西ヨーロッパ諸

国にも同 じような困難が強まっているようであ

り、 フ ラ ン ス の 土 地 整 備 農 村 建 設 会 社

(SAFER)や オ ランダの農用地管理事業 局

(D.B.L)な どがいかなる対応策を切 り開きっ

っあるかなども関心をひくところであるが、日

本の事実に即 していって も、たんなる賃貸借に

よる農地流動化だけでなく、改めて農地保有合

理化法人を核とする公的農地保有プールの創出

と農地価格政策の再構築まで も展望し、自作地

移動の方向づけを中心とした農地管理政策を再
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評価し、その再編 ・強化を図ることが検討され

るべきではないかと筆者には思われるのである。

皿.む すび 一当面の課題

当面する構造問題への対応策として、今あら

たな立法の企画があることはすでに述べた。

この立法の成立が図 られるべきこというまで

もないこととして、しか し筆者がこれまでに述

べたことからして、当面する構造政策の課題と

してはそれだけではなお足 りないように筆者に

は思われる。

問題の第一は、構造政策の理念に即 し、農業

基本法の制定時にまで立ち返 って、育成すべき

家族経営の目標を再構成することである。今日

ある10～20万 戸の自立経営ないし中核農家だけ

ではたりないのであって、さらに多数の農家を

農業をもって 自立できる家族経営として維持 ・

育成するという目標を樹て直すべ きだと考える。

協業の発展も、さまざまな生産組織の育成も、

図られるべきではあるが、今日の土地所有構造

を前提とするとき、それは育成すべき家族経営

の目標を曖昧化するためのものであってはなら

ないし、また個別経営を補完す るもの以上の も

のではないことをふまえ続けておく必要がある

と思う。新規参入の名目の下に農外の過剰資本

を農地と農業に導入しようとす ることなど論外

なのはいうまでもない。

第二には、それとの関連で、農家後継者のみ

に限らず新規参入希望者を含めて、自らの労働

をもって農業を営 もうとする若い農業者の確保

と恵まれない中山間地域の維持のための施策を

構造政策の一環として、今後重視する必要があ

る。 しか もそれが安易な切り捨補助であったり、

自然と農業不振を食い物にする大企業誘致型の

リゾー ト開発などにな らないようにする必要が

あると筆者は思う。

第三に、農業をもって自立するために規模拡

大を希望する農家のために供給されうる農地の

量は限られたものであることを十分に認識 した

上で、現実と期待を混同 しないようにする必要

がある。農業構造の改革は短期的に実現 しうる

ものではないのである。

第四に、農地流動化の手法にっいては、皮相

な地価論に基いて賃貸借形態だけに拘わるべき

ではない。自作地形態の移動の重要性に着 目し

っっ、それにかかわる公的機構の強化と財政措

置の充実を併せて図 っていく必要がある。

第五に、それと併せて地代の適正化を図ると

ともに、改めて農業的な地価政策を今 日的なか

たちで再検討する必要があると思える。

第六に、諸法律 ・諸制度間の関連についてい

えば、また諸機構の相互関連についていえば、

基本的な理念と規定が農地法にあることが銘記

されるべきであるし、組織 ・機構の問題 は農業

委員会制度を軸としてそれに農地保有合理化の

事業がプール機能の賦与まで含めてより強化さ

れたかたちで関連づけられるべきだであろう。

いかに転作の負担が重かろうと経済団体として

の農業協同組合に期待され、それが役割を果た

しうるのは、基本的には土地利用の調整までで

あって権利関係の調整まで立ち入ろうとするの

は行きすぎだと思う。これらの点にっいて、本

稿では十分に展開することはできなか ったが、

田代洋一氏が農地管理主体論などとして展開 し
ロの

た論理は基本的に妥当だと考える。

最後に、以上にのべたような趣旨で構造政策

を展開 しようとする場合、構造政策単独ではこ

とが成り立っていかないことはたしかである。

一定の国境措置も必要であれば、価格政策もま

た必要である。それは農政の財界流農政論に対

する自立と、一定の抵抗なしには成りたたない

ともいえる。それは大変に困難なことであるか
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もしれないが、 しかし農家はもちろん農産物消

費者なり勤労市民なりからの一定の支持、共感

がありうるだろうことは現在の政治情勢が示 し

ているようにも思われる。
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