
提 言

農 業 基 本 法30年

中 野 和 仁

今年 は農業基本法が制定 され て30年 である。節 目と して記念すべ き年 とい う

ことに な るが、他 の多 くの法律や制度の ように式典が あ るとい う話は きか ない。

今年の農業 白書では農業基本法制定後30年 間 を振 り返 って として基本 法と関連

させて、その間の食料需給、農業農村 の大きな変化 を記述 してい る。い うまで

もな く農業基本法 は他産業 との生産性の格差是正 のため、農業 の生産 性向上 と

農業従事者 と他産業従事者 との生活水準の均衡を政 策の 目標 と して、 農業生産

の選択 的拡大、農業の生産性 向上 と総生産 の増大、農産物価格の安 定、農業構

造の改善等必要な施策を総合的 に講ず る ことと した ものである。それがこの30

年の間 に どの ように推移 して きただろ うか。

先づ 農業生産 につい ては、選 択的拡大 と総生産 の増大は実現 された。米は消

費減に よ り増産 か ら生産調整へ 、畜産 は4倍 、果実は2倍 、野菜 は5割 増 とな

った。経 済の発展、所 得水準 の向上が食料需要の拡 大、 多様化 をもた ら し、経

済の国際化 もあ り、世 界最大 の農産物輸入国 とな った。食料 自給率は 大巾に低

下 し、供給 熱量 自給率では79%か ら48%に 、穀物 自給率は82%か ら30%と な っ

た。他 の先 進工業国にみ られ ない憂 うべ き事態 である。

農産物 の価格政策 につい ては、価格の安定 よりも農業の条件 不利を是正す る

ため、 米価等他産業賃金 を反映 した引上げに よる所得の増大が 図 られ、4倍 以

上 とな った。その結 果、 円高の進行 もあ り、 内外価格差が著 しく拡 大 し、価格

政策 に よる所得均衡はむづ か しく、政策価格 は据置 きか ら引下げへ と転 換 した。

農業 の生産性 向上につい ては、農業基盤整備、技術の開発普及 によ り、農業

の労働 生産性 は4倍 と他産業等 を上廻 る伸 びを示 したが、他産業の生産性 向上

が農業 のそ れを上廻 ったた め、農業 と製造業 との比較生産性は20%か ら25%へ
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とさほ ど縮 ま らなか った。

農業構造 の改善 につい ては、施設型農業、酪農では大 巾に規模が拡大 したが

稲作な ど土地利用型農 業について は、土地需要の増 大が 農地価格 の上昇をもた

らし、農地の資産的保有傾向が強 くなって規模拡大を困難に した。農林公庫 の

農地取得資金、 農地保有合理化促進事業、 農用地利用 増進法等に よる流動化の

促進が図 られ てい るが、その進度 は徐 々である。農業基 本法 生み の親で ある故

東畑精一先生 が後年 「我 れ誤 まて り」 と法制定 当時地価 の高騰を予測で きなか

った と指摘 され た ことは 今で も語 り草 にな っている。

基 本法が 目指 した家族農業経営 の発 展 と自立経営の育成 については、立派 な

自立経営 は存立 してい る もののその シェアは35年(下 限価格48万 円)8.6%、

元年(同496万 円)6.3%と 低滞 してい る。それ だけで な く、 自立経営がふ えな

いので、 白書で も48年 度 か らは基幹男子農業従 事者のい る中核的担い手が政策

対象の重点 として登場 して きた。それ さえも年 々減少 し49年125万 戸が平成2

年62万 戸 と半減、 シェア16%で あ る。他 産業への労働 力の流出、兼業化の進展

後継者の減少等があ り、農 業生産 の基盤である農地面積 は609万haか ら524万

haへ と縮少、中 山間地域 を中心 に耕作放棄地が 増加 してお り、人 も土地 も農業

構造 は弱体 化 してい る。

そ してそ れに もか ゝわ らず とい うべきか、基本法の政 策 目標 である農業従事

者 と他産業 従事者 の生活 水準の均衡 については、農業所得だけではで きなか っ

たが、他産 業へ の就業機会 の増加 、兼業化の拡 大、農産物価格政策 によ り平均

的 にみ ると40年 代後半には達成 され てい るのである。

以上の ように この30年 間を基本法の 関連で農業、農政 の推移 を振 りか えって

み るとき、 現在 の農業基本法は ど うした らよいか と思わ ざるを得ないのである。

報道 によれば2月 の衆議 院農林 水産委員会 で近藤農相が 「社会、経済、食生活

が これだ け変化 して きてい るので、総合的 に見直 したい。私の考 えが まとまれ

ば、事務 当局に検 討 して貰いたい。」 と発言 された とい う。 また農政審議会委

員であ る荏開津東 大教授は、農業 をめ ぐる5つ の状況の変化か ら、農業、農村

の基本的価 値に立脚 した新 しい 「食料 ・農業基本法 」の制 定を望む提言 をされ

てい る。農業白書では環境変化 に対応 して、農業、農村 をめ ぐる制度 ・施策 の

あ り方 を中長期的展望 に立 って見直す ことが重要で ある としてい る。何 をや る

かが先 であって、法の改正等はそれか らとい うことであろ うか。
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私 は率直 にい って現行農業基本法は最早卒業 した と考 えた方が よい と思 うの

であ る。基本法 の政 策 目標であ る生活水準 の均衡は農家所得 としては既 に達成

されてい ること。そ して農業生産の選択的拡大 と総生産の増大は実現 した。価

格政 策 による所得確保 は終 った。他産業 との格差是正は ともか く、農業 の生産

性 も向上 した。農業構造の改善 では相続 による細分化防止の制度化はで きなか

ったが、協業の助長 のため農業生産法人、農事組合法人 が法制化 された。農地

の権利移動の円滑化 のため、農協の農地信託が制度化 され、農地法が改 正 され、

農用地 利用増進法 も制定 された。重 点的に濃密 にとい う当初の意図 とは違 った

が、数次 に亘 り農業構造改善事業が 実施 され、農業者年金制度が創設 された。

協同農業普 及事業の充実、農村工業 の導入 もあった。 しか し農協の組織 再編 等

農業団体の整備 は これか らであ る。 国境調整措置 と しての緊急の関税率の調整

輸入 の制限は、その後の国際化の進 展か ら独 自には行 なえな くな った。そ して

今 ウル グゥアイ ・ラウン ドで米の食糧安全保障問題が正念場 を迎 えてい る。

この よ うにみて くる と、政策 目標 である生活 水準の均衡 は達成 され、法に規

定 された具体 的 な施策 は、見込み違い やで きなか った もの もあるが、その成果

に高低 はあ るもののお ゝむね実施済み とい うことになる。それ よ りも政治 も行

政 も農業団体 も基本法 に照 らして物 を考 えるよ うな発 想は既 になくなって久 しい

のであ る。私が卒業 とい ったのはそ うい うこ とである。基本法 をそ っと してお

いて も誰 も困 らないが、こ ゝは廃止 して新 しく出直す とい う気持 を持つ ことが

先づ 肝要だ と思 うのである。基本法 とい うか ら農業の憲章 であって、勿論重み

はあ るが、 これは法律であ って憲法 ではない。

白書 で も食料、農業、農村をめ ぐる大 きな変化 とそれへ の対応 として、国際

化時代 の我 が国農業の あ り方、所要 の国内生産水準の維持、家族農業経営の枠

組を こえた生 産対応、安全 と品質重視 の食料供給 と食品産業 の振興、環境 と人

間 に調 和 した農業、農業、農村の多面的 な機能 や役割の評価等 を指摘 してい る。

多 くの課 題をかか える担い手の育成等農業構造の改善 を加速すべ きことはい う

まで もない 。要 は農業、農村 が我が 国の存立 と発展のために欠 くことので きな

い大事 な地位 と役割 をもってい るこ とを基本に、過去 の成果 と失敗 をふ まえつ

、ゝ新 たな発想で考 える時期に きてい ると思 うのであ る。 その場 合考 慮すべ き

ことは、ECの 農業政策.仏 、独や ア メ リカの農業法が 時に応 じて重要 な改正

を加 えて生 きなが らえてい るよ うに、我が 国の農業基 本法 も5年 か10年 に一度

位は是正 と改正を加 えて行 くこ とで ある。制定30年 そのま ゝとい うのは如何 に

も長い。 平成3年3月

(全 国農地保有合理化協会 会長)
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