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はじめに

今日の日本の土地利用型農業について、担い

手の欠落、老齢化と圧倒的な後継者の不足によ

り、このままではかつてのなたね、大豆、麦等

と同じ安楽死の運命を辿 りつつあることが心配

されている。

ガッ ト・ウルグァイ ・ラウンドの農産物交渉

の行方が心配されているが、農水省のある交渉

担当部署にある中堅幹部は 「これまで対外的に

米を守ってきた中で、米を中心とする日本の土地

利用型農業の構造改革がそれなりに前進し、展

望の持てる姿になっておれば、交渉ももっと迫

力を持てるのだが……」とつぶやいていたが、

このままでは仮りに米を百%守 り得たとしても、

その担い手の高齢化、引退とともに内部からの

崩壊によって多くの米生産が成立たなくなるこ

とが予想されるのである。そ してアメリカ側の

政府農業関係者(農 務長官 ら)や その周辺は、

そのような日本農業の構造問題の弱点をかなり

良くつかんでいるようである。

私は最近、戦後の農政 と農業構造の動向を

分析し、新たな発展への展望を探る作業を試み

てきた 「拙著"戦 後農業構造の軌跡と展望"富

民協会刊」が、農地改革以来のわが国の零細自

作農体制による土地利用型農業は、今や決定的

に空洞化 し解体への最終段階を迎えている。 こ

の中から新たな、今日の高度化された経済社会

の歯車にかみ合った近代的な農業経営体が一定

程度創出されてきているが、そのテンポは旧生

産構造の解体のテンポに間に合わず、そのギャ

ップによる担い手の欠落、農業生産と農業的土

地利用の後退、先進国では例を見ない食料自給

度の大巾低下等々の農業危機を招来 している。

この農業危機の克服は、結局、崩壊 しつつある

零細自作農体制の近代的な再編成―土地利用型

農業構造の改革を遂行する以外にその突破口は

あり得ぬものと思われる。最近明らかにされた

1990年 農業センサスの速報などを見てもこの

傾向は益 々顕著になっている。

以下、戦後農業構造の動向を分析 しながら、

今日の農業危機要因を構造的に把握 し、その克

服をなすべく農業構造改革への道について、と

りわけその中での新 しい農地保有合理化(農 地

管理)シ ステムの在 り方について、私なりの問

題提起を試みるものである。

1.90年 農業センサスに見る危機深化

90年農業セ ンサス速報は二つの点で従来の傾

向をさらに押し進めた動きを示している。

一つは、農業の担い手の減少と農地利用の後

退等の農業危機の深まりであり、もう一つは農

家戸数等が減少する中での上層農の増大 とい う

農民層の両極分解の深まりである。

農業危機の深まりについて見れば先ず、新し

い概念(東 西10a以 上等)に よる農家数は383

万5千 戸で前回85年 に比べ(同 じとらえ方で)
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9.3%の 減に対 し60歳未満の男子農業専従者が

居るいわゆる中核農家は62万4千 戸 と対前回比

21%の 減(年 間就業日数150日 以上のとらえ方

では28%、 約22万8千 戸の減)で 全体の農家数

の減少率を二倍も上回って減っていることが注

目される。この調子(年 約4万 戸余の減)で 中

核農家が減ってい くとすればあと15年もすれば

中核農家は居なくなってしまうのである。

また、農業を主にする男子後継ぎが居る農家

は全体の5.7%(22万 戸)で 、従来の農業調査な

どから見ると稲作等土地利 用型農業は特に少

く、絶望的な状況にある。農業就業者の高齢化

について農業調査などによって見ても40歳未満

の青壮年層は昭和54年 ～平成元年にかけて、20

%台 から10%台 へと減 り、55歳以上層は41%か

ら62%へ と急増 しつつある。世帯主60歳 以上で

後継ぎが居ないか居ても農業に従事 していない

農家の耕地面積は42万haで 全耕地面積の約1

割に達 している。

要するに、息子は他出あるいは在宅で安定し

た兼業に従事、昭和1桁 代生れまでの親世代が

農業 を担ってきたが、彼等も次第に年 を取 り農

業から引退せざるを得な くなりつつあるのが現

実の姿である。

この結果、耕作放棄地等が急速に増大しつつ

ある。センサスによれば90年の耕作放棄地は21

万7千ha(う ち土地持ち非農家の所有するもの

6万6千ha)で 全耕地の5%に 達し、前回85年

の13万4千ha(3%)に 比 し増大 している。ま

た過去1年 間作付しなかった農地も16万ha(う

ち田約10万ha)と3.7%と なり前回の14万ha

(3%)を 上廻っているほか農地利用率の低下

が目立っている。

そして最近公表 された食料需給表によればわ

が国のカロリー自給率は平成元年には48%へ と

低下、先進国では例のない低 さとなっている。

もう一つは、上向と下向のひらき、即ち農民

層の両極への分解がさらに進んできていること

である。先ず都府県で5ha以 上の農家が85年 の

1万9千 戸から90年に2万6千 戸へ と38%も 増

大し、北海道でも30ha以 上層は16.5%の 増大

(都 府県の3～5ha層 は7.5%、 北海道の20～

30ha層 も3.3%の 増大)し 、 極大層の著 しい

増大傾向が続いている。

また、都府県でのこれら上層農の借地面積割

合、借地農家割合、さらには作業請負い等も相

当程度に高まってきており、農業生産の担い手

としての比重を高めつつあることが示されてい

る。即ち、農地流動化による農業経営 近代化

(規 模拡大等)が 相当に進みつつある姿が示さ

れている。にもかかわ らず耕作放棄地等の増大

が見 られるのは、旧来の経営形態たる伝統的な

零細小農経営の崩壊の速度が上層農の増大(近

代的再編成)の 速度を著しく上廻 り、その間の

ギャップがむしろ拡大 し危機の増幅を招いてい

るためである。

2戦 後零細自作農体制の変貌

戦後農地改革以来の農業構造の展開を通して

指摘しておかねばならないことは、わが国農業

経営 の成立 ち即ち農業構造の存り方について

1965年 ～70年(昭 和40～45年)の 間において

質的な転換がもたらされたことである。これを

もたらしたのは、もちろん1960年 代から顕著

になって くる高度経済成長であるが、それによ

る過剰就業問題の解消は零細小農経営の存立基

盤を一変したと言って良いであろ う。

① 零細自作農体制の発展確立段階

農地改革による戦後の零細 自作農(小 農経営)

がその歴史的な生産力の発展段階を画するのは

1955年 ～65年 のいわゆる昭和30年段階を通し

てである。表1に 示されるように、耕地面積が
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(表1)戦 後農業の生産力展開

戦後 ピークをなすのが1961年(昭 和36年)、

のべ作付面積が最高となるのは1956年(昭 和

31年)、 小農的生産力段階を特徴づ けた役肉用

牛が頭数、戸数 とも最高となるのが1956年(昭

和31年)、 大豆の作付面積 も1954年(昭 和29

年)が 最高であったこと、水稲生産力(反 収)

が飛躍的な伸びを画してくるのがやはり1955

(昭和30年)代 に入ってからであること等を総

合して見ると、昭和30年 代を通して自作農的土

地所有に基づく小農経営は、恐らく日本の歴史

において最も高い生産力を発揮した発展段階を

画したものと言っても良いであろう。(農 家戸

数や専業農家が45年 〈昭和20年 〉代始めに ピー

クをなすのは戦後混乱期における帰農や開拓入

27



殖農家が増大したためであり、正常な発展形態

とは見なされないであろう。)

しかし、この段階での生産力発展をもたらし

たものは一方での自作地化(荒 地を黄金と化す

所有の力)と それを支える様々な自作農支持農

政とともに他方で過剰就業人口のプール(労 働

力調節)機 能を担わされ、貧しさに追い立てら

れた農業者が一寸の土地をも惜 しんでの労働力

多投(過 重労働)に よって一粒の米でも多く生

産 しようとした努力によるものであった。これ

は農地改革(総 じて戦後 「民主化」による改革)

に貫いた、国民的な改革、前進の道をアメリカ

占領権力とそのもとでの政府が外(上)か ら取

込んで実現 した ところの、自作農的土地所有

とそれに基づ く小農経営をめぐる、自作農支持

農政を含む国民的に発展的な側面と否定的(被

収奪的)側 面との特殊な対抗関係のもた らす も

のであった。この関係は、1955(昭 和30)年

～65(40)年 代始めまでの農民的な高農地価格

(相 対的な農業剰余の形成と地代 ・地価への転

化)の 形成にも貫 く原理をなした(長 文協刊、

昭和後期農業論集⑧"農 地価格論"拙 論、 「日

本農業と農地価格」、表2、 参照)。

そしてこの段階での日本農業の発展確立課題

は自作農の自立化(中 農化の完成)と それを目

指した前進であり、農業基本法(1966年)の

目指した"自 立経営"も 上からの道による正常

な中農化の実現であった。

(表2)小 農的生産力発展段階の相対的農業剰余 と農地価格
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② 自作小農体制の解体

自作小農経営の存立基盤、あるいは零細自作

農体制は、1965年 代後半以降、根本的な解体、

再編への動きを明確にしてきた。

それは要すれば、高度経済成長による過剰就

業問題(農 業の貧しさの要因)の 解消とともに、

自作小農経営の存立基盤そのものが消失、解体

されてきたのである。

表3は 、農業の生産、経営の基本的単位をな

す 「農家」経済の主要指標を1955年 ～75～

85年を比べて見たものである。55年 には全国の

平均農家は、家族労働力の大部分を自家農業に

投下 し、一家の生計を支える所得と家計費の7

～8割 を農業に依存 していたのが、75年 にな

ると家族労働力の半ば以上を他産業に投入し、

所得、家計費の大部分は他産業からのいわゆる

兼業所得に依存するようになった。 これにより

また所得も家計費も小農的な枠を超えての著 し

い上昇を見た。恐らく、以上の他産業に投入す

る労働力は若 くて新 しい環境への適応能力の高

い労働力(息 子世代)が 多 く、逆に農業に留っ

た労働力は適応能力の低い中高年(親 世代)層

が多かったのである。

この間の変化を農家世帯員一人当 りの所得と

家計費の変化で見たのが表4で ある。

55(昭 和30)年 当時には、農家の所得すなわ

ち経済力や家計費すなわち暮 し向きは、世帯員

一人当りで見て明らかに経営耕地面積の規模に

ほぼ比例 していた。故栗原百寿教授が地主制に

代る改革後農業、農村の階層(ヒ エラルキー)

支配が農地の所有 ・耕作規模に依るものとなっ

た(現 代日本農業論)と 指摘 した所以である。

しかし、高度経済成長の展開とともに農家の所

得、家計費の大きさは次第に農地の所有や耕作

規模から離れ、最下層が急速 に上昇率を高め、

67年当時までは中間下層(0.5～1ha)が ボト

ムをなしていたのがその後は中間層からさらに

中間上層がボ トムとなり、逆に69年以降0.5ha

未満の極零細層がそれまでの極大層(2ha～)

に代って最高の一人当り所得と家計消費を実現

するに至っている。 しかもこの間、農家の所得、

家計費は著しく増大し、平均では、戦前他産業

勤労者の半分前後、高度経済成長開始前は70～

80%と されていた段階から平均で見る限 り他産

業就業者の水準を上廻り、最高 ・最低の階層間

格差も55年の農家所得で100対71、家計費で100

対70か ら75年 には100対 各89、83と 縮少して

いるのである。

これは一種の所得革命であり、55年～75年 の

間に農家の所得、家計費 をめぐり革命的と言え

る程の変化が生 じたのである。

この変化を引き起したのは、農家の若年労働

力の他産業就業への大量流出による農業の過剰

就業問題の解消と農家労働力価値水準(家 計水

(表3)零 細自作農経営(生 産単位一農家経済)の 崩壊(全 国平均)
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(表4)農 家世帯員1人 当り所得と家計費の推移(府 県)

準)の 高まりである。農家の労働力は農業に留

まるよりも他産業に就業 した方がより高い賃金

・所得を実現できるようになり、またそのよう

な雇用(就 業)の 場が急速に拡大 してきたので

ある。これにより、かつての無地 ・少地の極貧

層の姿を農村に見ることが出来なくなるととも

に、農家の上級学校への就学率は農地所有規模

等にかかわりなく上昇一般化するとともに電化

製品や自動車等の普及は都市勤労者のそれを超

えて高まってきた。

零細自作農体制(小 農経営)の 存立基盤を掘

崩し、解体させてきた最大の要因は、この他産

業雇用の拡大による過剰就業問題の解消一農業

労働力(担 い手)の 流出、空洞化であり、それ

にともな うかつての貧しさが強制した農民の零

細な農地への堅縛による農業生産の増大(一 寸

の土地をも惜 しんでの労働力多投による生産増

大)へ の動機づけの解消である。90年農業セン

サスに現われた農地の不作付や耕作放棄の増大

はこの面の動きのさらに一層の進展 した姿を示

している。労働力の流出 ・価値上昇と並んで自

作小農経営(体 制)の 存立基盤を崩してきた要

因として農業生産力の在り方が農業機械化の進

展 と高度化、農薬の出現等により零細小農経営
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の枠組みと基本的に適合 しなくなってきたこと

を無視できない。表5は 、田植機、自脱型コン

バインの登場により稲作における機械化一貫体

系が確立 してくる段階が1970年 当時であるこ

とを示している。

畜産、果実等の消費が飛躍的に伸びてくるの

も60年代～75年 にかけてであり、この間にやは

り零細小農経営に特有な自給的複合形態の解体

が促され、配合飼料や給餌技術、糞尿処理技術、

運搬処理 ・加工技術等の近代化が進み大型多頭

羽飼養経営が出現 し供給 シエアーを高めてきた。

以上によりまた、農業の経営や生活面におけ

る商品経済化(自 給的要素の解消)も 著しく進

み、農家生活の向上は窮迫販売(自 家消費を抑

制してできるだけ多く販売に廻す、小農経営の

商品経済対応)を も解消するに至った(60年 代

の始めまで、農家は くず米を日に一度は常食と

していた。)

要すれば、他産業就業(兼 業化)に より現金

収入を増大 させてきた農家にとって現金支出の

節約やそれでも必要 となる現金収入を少しでも

増やすための雑多な複合経営部門や窮迫販売を

必要としなくなったのである。この過程は、同

時に、多くの農家にとって農業で家族の生活を

全うする必要性の解消をも意味するものであり、

かくして過剰就業による貧しさに追い立てられ

て一寸の土地をも惜 しんで労働力を多投 しての

小農的生産力の維持 ・発展の仕組みは、65年代

以降基本的に解体、解消の方向に進んできたの

である。これによりかつての 「米と繭」に示さ

れた小農的複合形態は、 「米 と兼業」 さらに

「兼業プラス米」の生産構造へと収れん、麦や

大豆、なたね等の縮少、輸入依存の増大と併せ

ての米の生産力増大、過剰化がもたらされてき

た。のべ農作物作付面積が最高だった1956年

(830万ha)か ら米過剰の始まる68年(698万

ha)ま でに作付面積は132万ha減 少したが

この間、米は1万ha増 え、他の作目が133万ha

減少 したのである。75年には572万haで258

万haの 減だが、米が生産調整で51万ha減 、他

作目が207万ha減 少であった。 この米生産の

増大あるいは相対的比重の上昇は、農政の米偏

重とともに土地基盤整備や機械化の進展が作業

受委託等の地域や集団での組織化と相模って熟

年、婦人層による米生産 を可能としてきたため

である。即ち、兼業(若 い後継労働力)+米

(熟年労働力等)に よる兼業農家が定着してき

たのである。

(表5)農 業機械の所有 台数 と農薬生 産額
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また、麦、大豆、なたね等他作目の切 り捨て

減退は経済の国際化一農産物の貿易自由化等に

よる輸入増大によってもたらされてきた面が大

きい。さらにいもや雑穀等の減退は消費の減退

によってもたらされたが、折か らの畜産物の消

費増大にもかかわらず、輸入穀物飼料の増大に

よって、これまた畜産と再結合(飼 料畑化)す

ることな く切捨てられてきたのである。

そして今や、兼業 プラス米 として定着してき

た米までが、その担い手(熟 年)層 のさらなる

老齢化等による引退でその維持、継続が困難に

なってきているのである。日本の土地利用型農

業が最後の土たん場に追込められていることの

意味は、米生産を担ってきた人々(中 高年農業

者)が その最後の舞台を降 りようとしているこ

とに他ならないのである。

以上のほか、都市化、工業化の膨張、発展に

よる農地の転用潰廃の増大 と農地価格 ・資産価

値の上昇等の問題も無視できない影響を与えて

いるが、この点については後で述べる。

3日 本農業の再生と農業構造改革

今日、日本のとくに土地利用型農業の危機を

もたらしている主要因は、上記2で 見たような

農地改革が創出した自作小経営の生産体制が高

度に発展 した経済社会の歯車にかみ合わず、後

を継ぐべき若者の他産業への流出と残った担い

手(米 生産を中心とする)の 高齢化、引退によ

って最終的に解体 ・空洞化しつつあることによ

って引き起こされているものである。そこで問

題は、解体 しつつある零細自作農を今日の経済

社会の歯車にかみ合う形と仕組みに再構成する

こと、即ち若者(後継者)を始めとする労働力の確

保など必要な資源や条件を引付け結合し得る近

代的な自立経営体の創成、確立とその個体数の

増大による農業生産 ・食料供給シエアーの増大

を図ってい くことが産業 としての日本の土地利

用型農業の維持、発展にとって基本的な課題を

なしているのである。日本農業の発展課題の中

心は、かつて55年(昭 和30年)段 階の小農民的

な中農化(小 農民経営の自立化)か ら、家族経

営ではあっても近代的な企業経営の原理 と仕組

みを持つ自立経営(近 代的な家族経営 とその延

長上にある農業生産法人)の 創成、確立とその

一般化(主 なシエアー確保)に シフト(上 昇)

してきたのである。

今日の土地利用型農業危機の問題は、このよ

うな、近代的な自立経営体の創成とその拡大が

著しく立ち遅れ、他方における零細な自作小農

経営の解体 ・空洞化の進行との間のギャップが

拡大 してきていることによるものである。農産

物貿易自由化等の過度な進展の問題にしても、

日本の風土や国土条件に合った形での以上のよ

うな農業構造改革の立遅 れ と展望の閉塞が、

農産物の輸入自由化等圧力をはね返して日本農

業を守 り、発展させる国民的合意 とエネルギー

の形成を希薄にしていることがそれを許 してし

まっていることを否定できないであろう。

① 経営革命と農業構造改革の方向

前節で示した、自作小農経営の解体方向が顕

著になってくる1965年 以降、とりわけ70年代

になってくると、近代的な自立経営体の形成、

発展に向けての動きも現実性(リ アリティ)を

帯びてくる。 この点では、零細な自作小農体制

の崩壊は、新 しい近代的な経営体の創成、発展

と表裏をなす言わばその前提的な過程あるいは

条件をなすものとい うことができる。

(イ)所得 と投下資本から見た自立経営の新

しい条件

表6は 、自立経営の下限をなす農業所得規模

について農家経済調査による平均と上層農家の

それと比較したものであるが、農家経済調査に
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(表6)自 立経営農家(下 限農業所得)と 中上層農

よる言わば伝統的な一般農家の極大層(2ha以

上層)の 農業所得は1960年 当時には自立経営

の下限水準を3割 程度オーバ-し 、64～69年 に

は10%内 外上廻っていた。 しかし70年以降は一

般上層農家 とい う形では自立経営の下限農業所

得に及ばな くなり、80、85年 には30%程 度下廻

っている。その次のランクの1.5～2ha層 では

60年 当時自立経営下限農業所得の90%程 度を実

現していたが80年段階には45%と 半分以下に落

込んで くる。 この上層農家の中には自立化 し

ている経営 も含まれるであろ うが、なお圧倒的

に伝統的な零細小農経営の上層農 としての形態

が一般的であるに違いなく、伝統的な小農では

相対的に農地保有規模の大きい上層農と言えど

ももはや自立経営に留まり得ない変化が1970

年以降に生 じてきたのである(こ れは、前節で

示した、兼業化とそこでの賃金 ・所得上昇によ

る農 業 、農 村 に お け る70年 当時 に生 じた 所得 革

命の 動 き と照 応 してい る)。

表7は 、 自立経 営農 家 の実 現す る農業 純生 産

(粗 収入 か ら物的 費 用 を差 引 いた付 加価 値)や

農業 へ の投 下 資本 の動 き を農 家経 済調 査 に よ る

一般 農 家 との比 較 で見 た もの であ るが
、 やは り

自立 経営 農 家 は70年 当時 に は一 段階 飛 躍 した内

容 を持つ よ うに な り、 さ らに80年 段 階 に な る と

そ の度 合い を深 め て くる。

表8に よっ て、稲 作 、 養鶏 、養 豚 、酪 農 の 自

立経営 の 農 業所 得 と固定 資本投 下 額 の動 きをみ

れば 、66年 に比 し75年 、85年 と飛 躍 的な 発展 段

階 を画 して きて い る こ とが 明 らか で あ る。 稲作

の農地(田)規 模で も66年 の2.9(2.5)haか

ら75年 の4.5(4.1)ha、85年 の6.3(6)haへ

と拡 大 して き てい る。

こ の こ とは 、 農業 で 自立 してい くた め には 、
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(表7)自 立経営農家の内容変化の推移

(表8)稲 作と資本型経営部門の自立経営
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伝統的な農家(小 農)に 比べて農地規模や投下

資本、それが実現する農業所得の面で、飛躍的

な拡大と発展すなわち農業経営の革命が必要で

あり、現に自立経営 を実現している農業者はこ

の経営革命を実践し、体現してきていることを

示 している。

(ロ)近 代的な経営体の創成

土地利用型農業で、他産業従事者に劣らない

所得や生活水準を実現 し得る(今 日の高度経済

社会にマッチ し得る)経 営体の創成は、前項で

見たように、小農的な経営水準を量質面で飛躍

的に乗り超えた内容を持たねばならなくなって

きている。

今日、このような経営体が稲作等においても

一定程度形成され一割程度のシエアーを占める

に至っているが、この自立化 しつつある稲作経

営が どのようにして創成されてきたかを見たの

が表9で ある。 これは、1985年 に全国農業会

(表9)経 営の実現条件(第 一位)
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議所 が 稲作 経営者 会 議 の メ ンバ ー約296戸(個

別経 営281戸 一 平均農 地 経 営規 模8.8ha、 う

ち水 田面 積7.7ha、 平 均借 地4ha。 協 業15個 、

平 均経 営22ha、 水 田20ha)に つ い て調べ た

もの で あ るが 、そ れ に よる経営 実 現 の条件 とし

て 兼業 農 家 の 増大(農 地 供 給条 件 の形 成)と い

う客観 的 な 過程 を別 にす れ ば、 知 人 ・縁故 の 協

力 とい う社 会 関係(平 均13.5%)の 次 に経 営 目

標(10.3%)が 大 きな ウエイ トを持 ち、 これ に

経営 方 針(5.3%)を 加 えれば 知 人 ・縁 故 の協 力

を超 え て第二 位 とな る。 しか も規模10ha以 上

の層 で は経 営 目標 だ けで 兼業 増 に次 ぐ第2位 の

座 位 を 占め てい る。

これ らの経営 者 が 就 農 した 時 の経営 面 積 は3

ha(借 地 は30a)W・ わ ば既 存 の 自作 上層 農で

あ った(1～3ha層 が50%近 くを占 めるが 、10～

15haの54戸 は3.2haか ら15ha以 上 の26戸 は

2.8haか らの 上 昇で あ る)。 規 模 拡大 開始年 次

は65年 ～84年 が約40%、64年 以前 を含 めて65

%を 占めるが、増大する兼業の動きと上昇する

必要所得 ・家計水準 ・高度化する生産手段 ・農

法の動きをとらえて、5ha、 その後は10ha、20

ha等 の経営規模 目標を自らに課して規模拡大に

取 り組んできたのである。稲作経営者会議のリ

ーダーの人々の話でも、60～70年には5haの 自作を

目標にその後は10ha、 中には20ha、30ha等 の目

標を持ってその実現に取組んできている(82年 に

全国稲作経営者会議で策定した"稲作経営者の勝

ち残る道"で は、夫婦で当面10ha、 将来的に20

haの 実現を目標にしている)そ して75年 以前

(高 度経済成長時代)の 拡大は自作地(所 有権

取得)が 多かったが、それ以降安定成長の時代

に入ると借地による規模拡大が比重を高めてく

る。80年 の同上調査では10年先の規模拡大 目標

として平均20haが 掲げ られている。

近代的経営体 を創成する規模拡大に ともなう

もう一つの対応として同上調査による表10に示

されるように機械の知識や整備技術を身につけ

(表10)農 地の拡大の仕方別にみた経営対応(実 現過程)

36



ることと、研究会 ・経営者の集まりに参加して

研讃すること、稲作の勉強や研究の時間を必ず

とることが重要な位置づけを有している。要す

るに高度な農業機械を駆使 して、従来誰も経験

したことのない大規模(近 代的)稲 作経営を運

営していくヒュ―マンキャピタル(人 的経営能

力)の 形成が極めて重要になっていることが明

らかである。経営者の集まりに参画しての研鐙

や稲作の勉強に時間を取ることについて概して

10ha以 上の大規模層でその比重を高めており、

大規模経営のノウハウの取得(フ ロンテア開拓)

の重要性を示している。

イ資本(ス トック)視 点の経営確立

生業的な形質を脱しない小農(零 細自作農)

から企業的な農業経営への飛躍にとって大切な

ことは必要な資本投下規模の増大 とともに投下

資本の回収のリスク(危 険負担)を 負うことで

あり、さらに資本の回収(維 持)だ けでなくそ

の増殖 をなし得る経営の確立を図ることである。

即ち資本(ス トック)の 調達と運用(費 消)及

びその増殖(自 己資本蓄積)の できる経営の確

立である。

高度経済成長の出発当時(61年)に 制定され

た農業基本法 「自立経営」は、他産業従事者と

の所得、生活水準の均衡実現を提起したがそれ

は資本(ス トック)の 視点を欠くフローの考え

方に留った経営であると言えよう。その後の他

産業賃金の上昇にともない自立経営の必要所得

も上昇してきたが、そのためには売上げ(粗 収

入)を のばすことが先ず求められ、その対応 と

して借入金に頼って規模を拡大する(売 上げを

のばす)と いうや り方が可能であった。高度経

済成長は、選択的拡大部門(畜 産物や果実等)

の農産物の需要増大 とともにクリーピングイン

フレによる借金の目減 りとキャピタルゲインを

もたらし、技術(物 財)的 な意味での投下資本

の増大を必要としたとしても、それは フローの

流れ(借 入金一 投下生産手段 一 発上げ―

所得の増大)の 対応に留ったものと言 うことが

出来る。

ところが、73、4年 の石油ショック以来の経

済の成熟化(構 造調整 と安定成長)と ともに農

産物需要は一部を除き頭打ちとなり、つくれば

売れるという状況ではなくむしろ過剰化と価格

の停滞、乱高下をくり返すという不安定な状況

を強め、高度経済成長時代の惰性で安易に借金

に依存 して経営を拡大した経営や運転資金、生

活費と収入のバランスを取 り得ない等 の少か

らぬ経営が負債の拡大、固定化によって蹉鉄を

来たす こととなった。

そこで、必要なのは、資本の調達 と運営、蓄

積(外 部条件等変動への抵抗力と新たな発展へ

の原資の形成)を なし得る資本視点に立った経

営の確立であり、そのため情報、市場(販 売)、

技術、等々への対応力と並んで複式簿記に基づ

く経営の財務管理能力もまた不可欠な経営者能

力をなしている。(以 上は、"小 池恒男氏によ

る 「農業簿記」明文書房刊"の 考え方に依って

組み立てたものである)

表11は 、上述 した大規模稲作経営者によるこ

れからの経営対応についての考え方をとらえた

ものであるが、この中で"機 械の知識、整備技

術に次いで経営診断や簿記記帳方法を自から身

につける"と する対応が大きく取 り上げられて

おり、資本(ス トック)に 着目した経営確立の

重要性への認識が高まっていることを示してい

る。

② 農業構造改革の課題

農地改革以来の自作農経営の解体、空洞化が

急速に進んでいる中で、日本の土地利用型農業

の主要部分が上述 した近代的な経営体(近 代的

あるいは企業的な家族経営体 とその延長上にあ
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(表11)大 規模稲作経営者のこれからの経営対応

る農業生産法人)に よって担われるべき再編成、

即ち土地利用型農業の構造改革を急がねばなら

なくなっているが、その道筋について考えてみ

よう。

全国農業経営者協会(会 長 池田斉氏)は89

年に 「21世紀に向けての農業経営者運動の一層

の展開 と農業改革の訴え」を明らかにしている

がその中で、近代的な自立経営体が 「稲作の場

合、短中期的に5割 、長期的に7割 、養鶏 ・養

豚と野菜 ・果実で7～8割 、酪農 ・肉用牛の場

合で8～9割 」を担うように持って行 くべきで

ある、としている。

また国の農政審議会が87年(昭 和62年)に 紀

元2000年 の農産物需給見通しとともに明 らか

にした農業構造展望によれば、中核農家(年 間

150日 以上農業に従事する60歳未満の男子が一

人以上居る)は89年 の70万戸が2000年 に50万

戸となり、経営規模は都府県で1.9ha(北 海道

15.9ha)か ら4ha(29ha)程 度 となり、稲

作では89年 の15万3千 戸が8万3千 戸、規模

で3ha(6ha)が8ha(11ha)程 度となり、

生産シェア―で35%か ら44%に のびるとしてい

る。

中核農家に関して言えば、伝統的な少農範疇

にあってもたまたま規模の大きい上層農家であ

ったため、中心労働力(世 帯主等)は 、農業に

専従して中核農家に留ってきたが、表3、4に

見たような、 他産業 従事者の賃金 ・所得 の

上昇とともに後継者の兼業化と自らの老年化に

より中核農家か ら脱落していく農家がさらに後

を絶たずに続いているものと見 られるが、その

中で中核農家として留ってい くためには、優れ

た労働力を確保 して経営 を継続 し得るような規

模の拡大 と資本装備等による経営の近代化 ・自

立化が欠かせなくなっていることを示している。

つまり数は少くなっても中身を近代化すること

により全体 としての生産シエアーを拡大 してい

くというものである(表12、13)。

自立経営の主要作目別生産シエアーは表14の

通りであ り、自立経営が占める稲作の生産 シエ
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(表12)経 営部門別にみた中核農家戸数、

経営規模(試 算)
一

(表13)主 要品 目の中核農家

の生産 シェア(試算)

(表14)自 立経営農家の主要作目別農業粗生産額シェア
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アーは85年度でわずか11%で あるが、それでも

伝統的な小農経営範疇の上層農家が自立経営か

ら脱落 しながら表6～8に 見たような経営内容

の近代化 をともなって自立経営に留り11%の シ

エアーを確保してきたのである。

もっともこれは他部門の自立経営による稲作

をも含むシエアーであり、表15に よって米作付

規模別 の農 家戸数 と売渡し量のシエアーの推

移を見れば、単一で経営でき自立経営化に最低

限必要な規模 と見られる5ha以 上では1986年

戸数で0.4%余 、 販売量で7%弱 である。

そこで農業構造改革の課題に即して見れば、

稲作について近代的な自立経営体に よる生 産

(供 給)シ エアーを現状の10%か らどうして5

割(中 期)～7割(長 期)に 拡大していくかで

ある。国の農政審議会の2000年 見通しでも中

核農家の経営を近代化しながらそのシエアーを

85年の35%か ら44%へ と高めていかねばならな

いのである。

この回答は簡単ではないが、基本的には、現

在自立経営(近 代的な経営体)を 達成あるいは

達成を目指している経営体が頑張って自らの経

営の発展をなし遂げることによって、その後姿

を見て農業の内外からその後続者が生れ出て、

近代的な自立経営の創成、確立を目指すことに

よって、自立経営のすそ野を広げ、やがてその

個体数を必要なシエアー確保をなし得るまでに

拡大してい くことが基本的な過程をなすであろ

う。

この近代的な自立経営体は、稲作経営者会議

メンバー(平 成2年3月15日 、全国22県 、約

1500名)な どに見 られる近代的な家族経営あ

るいはその複数協業の法人等の形が一般的であ

るが、損益の帰属と危険負担(経 営責任)の 主

体が明確な経営体とい うとらえ方が出来るであ

ろう。中には地域(地 主)組 織や第三セクター

等の集団による大規模な協業経営や受託組織な

ども見られるしこれらの共同化による新 しい担

い方(例 えば小倉武一氏による"農 業構造改革

への道")の 主張も見 られるが、①で述べたよ

うな新しい農業経営者としての経営能力や資質

等(ヒ ューマンキャピタル)の 形成をともなう

経営革命が農業構造改革の根っ子をなすことか

ら見て、基本的にはせいぜい数戸協業を含む個

別の経営体の展開がその基本過程をなすものと

見られる。(中 核的な担い手が決定的に欠落し

ている中山間地域など条件によつては地域や集

団による生産組織化も過渡的あるいは補完的な

意味合いを持つことを否定 しないが)

いずれにしても、このような経営革命の広汎

な発生と広がりが必要であり、それは先駆的な

経営展開の実例をモデル(目 標)に して、新し

い参入者が生出され彼等による近代的な自立経

営体の創造 とその発展を遂行してい く道を広げ

てい くことに他ならない。この場合、そのフォ

ローアー(後 続者)は 、既存の農家の子弟であ

るか否かは余り意味がなくなっている。

今日、自立化出来る経営体は、既に見たよう

に(表6～8)既 存の小農範疇か ら見て飛躍的

に発展した中身を持たざるを得なくなっている

のであり、しかも稲作など土地利用型農業につ

いては、圧倒的に自作小農経営から大規模な資

本型経営体を創出しなければな らなくなってい

るのである。国の農政審議会が言う8ha程 度

の中核農家8万3,000戸 にしても、表15から86

年に5ha以 上作付農家は1万3,800戸 でそれ

は一応達成農家 として見ても、次の3～5ha層

4万 戸が全部8ha規 模になるとしても恐 らく

その2倍(4ha程 度)の 規模拡大が必要であり、

それでもあとの3ha未 満層から2万6,000戸

強を補充 しなければならないのである。現に大

規模稲作経営を実現している多くの農業者がそ
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(表15)米 作付規模別の農家数と売渡数量(全 国)

② 米作付規模別売渡し数量の推移
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うであったように、稲作の自立経営 となるため

には、経営農地(水 田)の 大部分を新しく拡大

しなければ ならないのである。

そ して、今 日は職業選択の自由が広汎に行

渡 り、大規模 自立経営農家でも少からぬその

後継者は農業以外の職業を選択 してお り、現実

に稲作農家の農業就業後継者は著しく少くなっ

ている(1987年 の農業調査で16歳以上の後取

りの居ない農家は51%、 自家農業主の後取 りは

わずか6.4%、 うち年150日 以上就農は4.5%、

稲作では各3.3%、1.4%で それも多くは稲作以

外の部門 に取組 んでい るとされる)こ と等か

ら見て、農業の内外からの後続参入者がどうし

ても必要になっているのである。

この点では、わが国の稲作経営の発展とその

担い方について、かつてのアメ リカ農業に見ら

れたような 「農業発展階梯」(ア グリカルチュ

ラル ・ラダー)に よる展開が現実味を帯びてき

ていると言える。即ち、農業への新規参入者が

最初は賃金労働者として先進経営に雇われ、や

がて借地(小 作)農 となり、その間に自作地も

拡大し、最終的には例えば20haの 借地経営を

実現して30～40年 経営する中でそのうちの5～

10haを 自作地化 し、引退する時は農業者年金

と自作地の処分(賃 貸)と 少 々の自留地で老後

を悠々と自適するというライフサイ クルの実現

である。

他方では、折角、創成 した大規模借地経営を

経営者の引退とともに解体させないよう農業生

産法人化 し、後継者が居なければ、あるいは居

ても息子が後を継がない とすれば、農外等か ら

意欲ある参入者を受入れ最初は雇用により、一

定期間を経て適性が合 えばパー トナ―(労 力出

資の構成員)と し、やがて経営主が引退する時

は代表権を承継させてい く(所 有 農地は引続

き賃貸借 とする)と い うやり方が目指され、北

陸等では現に一定の生成を見つつある。

このような近代的な経営体の広が りを目指し

て、全国農業経営者協会では、90年 から一定の

水準を満たす先駆的経営体を"経 営マスター"

として認定し、そこで新規参入を含む後継農業

者の近代的農業経営者としての実践能力を養成

するインターン制度を実施してきている。 これ

により、農業経営者としての社会的な地位を高

めるとともに後続後継者 を農業の内外から広く

掘起 し、実践的な トレ―ニングによりその資

質を鍛え、将来の近代的経営体のすそ野を広げ

ていこうとするものである。

先駆的農業経営体がその数を増し農業生産の

シェアーを高めてい く中でもう一つ重要なこと

は、地域社会や既成の団体、行(農)政 等 との

対応において自らの社会的地歩を確立する社会

的対応力(当 事者能力)の 強化である。 これま

での伝統的社会関係は、平等、等質な伝統的小

農範疇にある小農経営を基盤に して組 立て ら

れ、運営されてきたわけだが、そのような伝統

的枠組み を突破 って突出する新 しい企業(近

代)的 農業経営の展開をめぐって伝統的社会の

中で様々な摩擦、あつれきが存在することを否

定できない。そ こでそれ らの諸問題 を自らに適

合的に解決し得る新しい社会関係(ル ール)の

形成とその中での自らの社会的な地位の確立を

図るための主体的な対応力が求められるのであ

り、そのためにはまた先駆的農業経営者が社会

(組織)的 に結集 した力(当 事者能力)を 身に

つけ形成 してい くこと、即ち農業経営者の組織

化と組織運動が不可欠になっている。稲作経営

者組織や全国農業経営者協会等の組織活動はそ

の先駆的な姿と見 られるのである。 これにより、

基本的に農業経営者が自らの力で経営発展 をな

し遂げ、社会的な地歩(地 位)を 確立 してい く

道筋こそ農業構造改革の基本過程を示 してい る。
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欧米諸国では主に18世紀～20世紀始めにかけ

て、そのような過程(農 業革命)を 経験してき

たのであり、それにより戦後の高度経済成長に

対応した農業構造改革を達成 してきた(表16)

とされているが、 このような農業革命を経てい

ないわが国では、よりハイレベルの戦後の高度

経済成長に遭遇しなが ら逆に労働力資源等を根

こそぎ奪いさられて空洞化 ・解体化を余儀なく

されてきたのである。

そこで高度経済成長を経た今 日のわが国農業

について、改めて以上の欧米で主に18～20世 紀

初頭に経験 した農業革命と第二次大戦後に遂行

した農業構造改革をも併せたところの農業構造

改革が歴史の舞台で演じられ(遂 行 され)ね ば

ならな くなっているのである。

③ 農業生産のもう一つの役割 り

近代的な農業経営体の創成確立を軸としなが

らも、今日の経済社会においては、その周わり

でもう一つの農業生産の役割 りが芽生 えつつあ

ることを指摘しておかねばならないであろう。

それは、都市労働者や農村の高齢者等が生き

甲斐として営む農業生産 と過渡的に残存、維持

されてい く兼業農家の所得補充的農業生産であ

る。前者の生き甲斐(ホ ビー)農 業については

今日、都市近郊な どで広汎に発生し、市民農園

法等、農地利用の面での農地法との関連(条 件

付き穴抜き)を 含めた一定の法制度も整えられ

ており、今後は山村、中山間地帯等での リゾ―

トと結合 した農地活用の面でも無視できなくな

ってい くものと思われる。

もう一つは、兼業農家の農業の担い手が高齢

化、引退していくことによるその分解 と農業離

れがさらに進行 してい くとしても、なお退職U

ターンや農業と兼業の両立を志向する生き方の

追求、低賃金補充のための農業所得(生 産)追

求などの理由による兼業形態が一定程度残存し

維持されていくに違いない。

以上のような農業生産の在 り方について、一

方での近代的な農業経営体の形成確立 と並んで、

高度経済社会の中での位置づけを有することが

明らかであり、農業構造改革の一環としてとら

えていくべきものと考える。そのためにはまた

農地法等 との関連づけを持ちながらの農地の公

的管理対応によるその包摂が必要になっている

ものと考える。

(表16)EC諸 国の農業構造改革(平 均農地面積)
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4.農 業構造改革への本格的な農地管理対応

これまで特に農業基本法農政下の制度金融や

農業構造改善事業、またその後の農地三法や二

法等によっての、農業構造改革を促す様々な農

政施策が講 じられ、一定の役割りを果 し実績を

上げてきた。

しかし、今日迫られている自作小農経営(兼

業農家の農業生産)の 解体 ・空洞化の進行の中

から前節3で 述べた土地利用型農業の近代的自

立経営体が主要な農業生産を担 うようになる、

農業構造改革を遂行するために、"農 業者の主

体的な意欲に立った経営能力(ヒ ューマ ンキャ

ピタル)"の 形成と相侯って、農地 を構造改革

の担い手たる近代的経営体の志向者に集積する

特別の手立て(農 地管理システム)が 必要にな

っているものと考 える。

今後、兼業農家等の形で農業を担ってきた人

々の高齢化等による引退が急速に進むことによ

る農地(利 用)の 供給増大が見込まれる反面で、

これを集めて農場的に集積して新 しい担い手に

結びつける必要性もまたその量と質の面で従来

になく大きなものとなってい くのである。この

間の ミスマッチが生ずればそれは農地の遊休化

等の発生をもたらすことが必至であり、当面、

新 しい担い手の形成と従来の担い手の農業から

の引退の進度とのギャップ(タ イムラグ)等 含

めて農地の遊休化が増大しつつあることはセン

サス結果に見た通 りである。即ち農地を所有す

る非農家や後継者が農業に専従していない農家、

農業専従者が居ない高齢農家等も飛躍的に増大

しつつあること、あるいは農業者年金の加入者

で経営移譲の相手方(農 年加入の専業従事者一

付加年金の移譲要件)を 見出し得ない等の農家

が急増 してきており、今後、以上による農地利

用(権)の 急速な供給増大が見込まれるのであ

り、これを預かり、プ-ル して、近代的な経営

体の創出に向けてそれを再配分 してい くこと、

そしてまた過渡的には農地の受け手と出し手の

ミスマ ッチによる遊休農地の管理等も行なう本

格的な農地管理 システムが必要になっているも

のと見られる。

① 公共機関による広域的な農地のプ-ル ・

再配分の必要性

1990年 の農業センサスで、販売農家(29,731

千戸)の うち農業専従者の居る農家はわずか43-6

%、60歳 未満男子専従者が居る農家は21%に

過ぎない。逆に見れば専従者を持たない農家、

居ても60歳以上等の高齢農家が圧倒的に多くな

っていることを示している。先述 した農業調査

から見れば輪作等土地利用型農業程この傾向は

著しいのである。自給的農家(86万4千 戸)で

はこれがさらに決定的になっていることが明ら

かである。同じ90年のセ ンサスで農地(5a以

上)は 持っていても農業を営んで居ない農家は

77万5千 戸で前回85年のセンサスの44万3千 戸

に比 し75%も 増えているのである。

これらの事情は、現に増大 しつつある耕作放

棄農地や不作付地がさらに飛躍的に増大 してい

くであろうことを予想させるものである。

また、この担い手、後継者の不足は、今や ど

こに行って見ても深刻な問題 として関係者の間

に意識 されつつある。

90年の春、新潟県上越市で農業ジャーナリス

トと地元の研究会グループとのフォーラムが開

催された時、農協婦人部に属する兼業農家の農

業を担 ってきた主婦達が"息 子が農業を継がず、

周りに農業を継いでいる若い人達を見出せない

中で公共的な機関や事業体が私達の担ってきた

農地を預って管理 してくれないか一 そうしなけ

れば将来、農地は荒れてしまうがそうしたくな

い"と 切々と訴えていたことが印象的であった。

また西日本方面などでは、折角農業者年金に加
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入し、いざ経営移譲しようと思っても、農年加

入者の居る土地利用型農業経営を見出せず、有

利な付加年金をもらえる経営移譲を断念せざる

を得ず、場合によっては経営移譲そのものが成

立たず(後 継者を含めて農業に従事する若者が

全く居ない)年 金受給そのものを諦めているケ

ースも少くないようである。

そこで、先ずこれらの当面、担い手が老齢化、

引退等していくことによる農地について、(山

間部などでは将来とも農地 として確保すべき条

件を有する農地に限定するとしても)そ の利用

権等を公的な機関が預ってプールする仕組みを

つくる必要がある(現 在の県農地保有合理化法

人は耕作の相手が直ちに見出し難い農地は敬遠

する等の限界があると思われる)。 それは耕作

の相手が直ちには見出し得ないとしても、将来

的に農地 として有効利用し得る条件を有するも

のであれば無制限に預かりプールす るものとし、

農年等の受給要件の最有利の第三者経営移譲 と

する必要がある。

地元で借 り手が見出せる農地については、農

用地利用増進事業等で結びつけてい くとしても、

今日の意欲ある担い手と農地の出し手の出現は

跣行的であり、農地利用の出し手と受け手が比

例的に丁度良 く地域の中で結合できるようには

生れ出ていないこと、またもともとわが国の農

地の所有や耕作は分散鎖国といわれるような地

片の分散を前提としていたこと、等により、大

規模経営の農地を農場(面)的 なまとまりを持

った集積に導いていくためには 特別の手立 て

(広 域的に点在する大規模志向経営者が広域的

に分散している農地 をその受け手、出し手の形

成密度の高まりとともに時間をかけて相互に交

換し合いながら集積 していくシステム)が必要にな

る、等の点で、この公的機関は府県段階等に設

け広域的にプール調整できる対応が必要である。

現場で相対で結びつき得る場合でも、個 々の小

規模に分散 した農地の利用権等は一旦、県段階

の機関に上げておいて、広域調整による農場(面

的集積に対応し得るものとした方がベタ-で あ

ろう。(千 葉県佐倉市の角乗工区に見られるよ

うな現場で面的集積が完結するものについては、

それはそれで進められるべきであるが)

農水省が87年に調べた中核農家の耕作する農

地の分散状況等を見たのが表17であり、同じ年

に全国稲作経営者会議が調べた大規模稲作経営

の農地集積形態が表18である。表に見 られるよ

うに中核農家の耕地は3～5キ ロにわたって分

散しているものが最も多 く、5ヵ 所以上に分散

している農家は60%と な り、その距離も3キ ロ

以上にわたるものが64%(府 県)、5キ ロ以上

が31%と なっている。北海道でも3～4ヵ 所の

(表17)中 核農家の耕地分散等
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(表18)大 規模稲作経営の農地集積形態

分散度が最も多くなっている。また同 じ年に全

国稲作経営者会議が約80戸 のメンバーについて

調べた所では11.6haの 農地のうち他集落にあ

る借地と自作地で4.5ha、43%、 他市町村にあ

るものが1,4ha、12%と なってい る。近代的な

農場経営 を打立 てていくためには、農地の権

利集積 とともにその農場(面)的 集積への広域

的な範囲にわたる権利調整が不可欠になってい

るのである。そして広域的に点在する農地の出

し手や受け手(担 い手)が 徐々に密度を増して

出現して くる中で、広域的な利用権の交換等に

よる各地域でのより密度の高い面的集積を可能

としてい くであろう。

農地の権利を預かりプール(再 配分)す る公

的機関が府県では県段階の方が良いというのは、

現実の農地利用権等の市場形成をもたらす農地

の受け手、出し手が広域的な範囲で出現してき

ているという問題の他に、特に農地の受け手 と

なる新 しい担い手(経 営体)の 展開についてそ

の自主性(主 体的な意欲)が 尊重されるため、

あるいは集落等の農村地域社会の有する旧い シ

ガラミを離れての発展性が確保されるためにも、

それ らの社会構造を直接の基盤 とする範囲を越

えたところの段階(府 県段階)に 設けられるこ

とが望ましいと考 える。また、農地を貸した り

売ったりする人々にとってその相手方が集落や

近隣で 目に見えることを好まない傾向はまだ根

強く残っており、権利の処分や扱いについては

より遠く離れたあるいはより公共性の高い、機

関や団体が選好される傾向が強いのである。

同時にまた、そのような権利の調整を実際に

なし得る媒体 としては日頃日常的に農業者や地

域社会に接 しての信頼を培った中での対応が不

可欠であり、現場での実際の農地利用調整は、

農用地利用増進法や受委託等 の実践に取組 む

現場の農業委員会、農業者、地域等がその実践

主体になることは当然である。問題は、意欲あ

る農業者が規模拡大をする、あるいは誰かが農

地利用(権)を 手放 したいという時、それを地

元の関係機関等がまとめてい くタッチの中で、

県段階への権利のプールがそのために有効に作

用するとい う場面の活用であるが、権 利の取

扱い機 関を現場から引離すことによって規模

拡大農家のより主体的な対応力 が活 かされ る

(損 われない)こ とが重要であると考える。も

ちろんそれによる広域的権利プールが前述した

ように広域的に点在する規模拡大経営の逐次的

な農場(面)的 農地集積を進めていく上でより
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有効に作用してい くであろ うこともまたそのメ

リットをなすであろ う。

この農地プール機関は、同時にまた出し手と

受け手の ミスマッチ ・タイムラグの中で発生す

る将来 とも農地 として確保保全 していくべき遊

休(耕 作放棄)農 地 の把握 と権利預託(プ ール)

等による管理、保全を地元農業委員会 を介して、

行う必要がある。

② 近代的な経営体への農地確保の保障

前項で述べた府県段階での農用地利用権のプ

ール調整をベースにしながら、現場では土地利

用型農業の近代的な経営体の創出を新規参入を

含めて、本格的に進めてい くべき段階に入って

きたものと思われる。

かつて、福井県S市 や埼玉県G市 、愛知県A

市などで、市長(農 委会長)や 農委事務局長、

農協長等が、後継者の安定兼業化により伝統的

小農経営が成立ち難 くなっていくのに対して、

10haな り15haの プロフェッショナルな企業稲

作経営を創成、拡大 し、崩壊 しつつある小農経

営に代わる新たな生産体制を構築すべきだと提

起 し実践を開始した時期があった。その考え方

は上記の各市では一定程度実現されてきている

が、今や少 くとも基本的な生産力地帯でそのよ

うな対策を本格的に講じていくべき段階に至っ

ているものと考える。この場合、人の確保、経

営能力(ヒ ューマンキャピタル)の 養成、資本

の蓄積、農地の確保 と整備など幾つかの基本問

題のクリヤーが必要になるであろう。

経営の問題は元来、人 と資本が中心の出発点

で土地はやや従属的な関係にあると思われるが、

ここでは行論の便宜上土地の問題から始める。

既に述べたように、これまで定着してきた兼

業(若 者中心の農外就業)+稲 作等土地利用型

農業(農 業に留った熟年労働力)の 構造が稲作

等土地利用型農業を担ってきた昭和1桁 代生れ

までの熟年層の、加速度的な農業からの引退が

始まることによって、一部の生き甲斐農業等を

除いて、農業構造の大変動すなわち水田等の農

地利用の供給が飛躍的に増大 していくであろ う

こと、その徴候となる遊休農地の増大傾向が90

年センサスに現われてきた。

他方では、農業で自立 し得る経営内容(規 模

等)は 飛躍的な上昇(大 規模経営)を 必要 とし

てきている。そしてそのような近代的な自立経

営体を創出しつつある農業者が一定数生れ出て

一定のシエアーを担ってきている。

そこで、既に生れて出ている近代的な土地利

用型農業経営 を目指す後続経営がさらにその経

営を充実発展させることと農業の内外から新し

く生れ出て来る意欲ある農業の後継者が新しい

近代的な農業経営を創出していくことに向けて、

前項①で述べた公的機関がプールする農地を最

終的にはそれらの新 しい担い手にまとめて行く

ことのシステムを形成する必要がある。

具体的に言えば、農業者の子弟(後 継者)で

あれ、他所からの新規参入者であれ、 これから

農業に打込んで人生を全うして行こうとして

いる若者に対して、土地利用型農業に必要な経

営農地の確保を保障してい くことである。それ

は、例えば最初は10haの 必要面積に対し集ま

るのは2haに 留まるし、圃場も分散し条件も良

くないかもしれないが、他方で農地(利 用権)

供給が増大し、その密度が増してくる中で、相

互に調整、改善しながら必要な面積を確保して

い くとい う形で進んでいくものとなろ う。それ

は地元で基盤整備など契機に一度に大規模面積

がまとまって近代的な経営体の創出につながれ

ば良いが(そ の場合、法人化 してマネ―ジャーや

構成員を据えての経営展開となる)、 そうした

場合も含め県段階の公的機関に権利をプール し、

逐次供給密度の増大 とともに面的確保を拡大し
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てい くとい う手法が必要になるであろう。

全国農業会議所の農水大臣への諮問答申のた

めの農業委員会へのアンケー ト調査から見ても、

今や大半の集落で、将来の地域農業を維持する

上で必要になる担い手(農 業後継者)を 確保で

きなくなる状況にあり、それは今後さらに拡大

しつつあるとされているが、農業経営としては

解体 しつつある個々の農家の農業後継者でなく

地域として将来的に必要になる農業の後継者の

確保がどうしても必要になっている。そのため

には、現に頑張っている個々の農家の後継農業

就業者はもちろん、今は就学中でも将来農業へ

の就農を目指す者、あるいは他所から新 しく参

入してくる者などに対 して、土地利用型農業経

営を近代的な形で創出し、確立するに必要な農

地の(将 来的には面的な)確 保を保障してやる

仕組みを、府県段階での公的機関による農用地

利用(権)の プール機能 と結びつけて現場(地

域)で 確立してい く必要があるであろ う。

このような現場の経営創出への農地管理シス

テムとしては、農業委員会が中心になって(府

県段階機関への窓口機能を含め)、 市町村の各

機関、団体、農業経営者組織等がその目的に向

けてそれぞれ役割 りを発揮した対応が必要にな

るであろう。

この場合、土地利用型農業経営 についても他

の施設型農業や畜産経営に劣らず、現に展開し

ている先駆的経営体の発展、確立が、その可能

性への動機づけとなり得る魅力を持つことが、

若い後続者を引きつける上で重要であろ う。

また、借地による規模拡大、経営創出が一般

化せざるを得ない中で、折角形成する経営体を

永続させてい くためにも、そ して職業選択自由

の中でその後継者を新規参入者を含めた広い人

的構成の中に求めてい くためにも、法人化の整

備が不可欠になっているものと思われる。即ち

後続者の法人経営へのパートナ-と しての受入

れであり、個別の経営創出への新規参入者を含

め、農業階梯(ア グリカルチュラル ・ラダー、

無-文 から始まってやがて農業経営主になる)

のコースがわが国でも現実的なものとなりつつ

あるものと見なければならないであろう。

③ 近代的な経営体創出に必要な経営的条件

近代的な経営体の創出とその発展確立に必要

な条件 として、農地以外にもむしろそれ以上に

重要なのが経営能力(ヒ ューマンキャピタル)

の養成や経営資本の創出、蓄積等である。

特に農業が伝統的な生業(小 農)的 形態から

近代的な経営体に発展飛躍するに当って、この

経営能力開発 と資本蓄積による人間革命と経営

革命は避けて通れてない経過点をな している。

この近代的な農業経営者への実践能力の開発

について全国農業経営者協会では、90年 か ら

「農業経営者インタ―ン制度モデル事業」を打

出しているが、先駆的な農業経営者のもとで

の実践的 トレーニングによる経営者養成の道を

提起 しており、新規参入者を含めてその成果が

期待されている。これまで全国農業会議所が実

施してきた新規参入ガイ ド事業(新 規参入者 と

受入れ側への情報あっせん)な どでも、土地利

用型農業への参入は殆ん ど皆無であった(多 く

は野菜や花卉等集約農業)が 、今後はこれらの

先駆的な土地利用型農業経営者のネットワ-ク

を通 した トレーニングと上述 した新しい農地利

用権等のプール再配分管理を通して、本格的な

土地利用型農業の近代化(経 営創出)に 取組む

参入者の出現が多くなってい くことが期待され

るのである。

また、これ らの近代的な土地利用型農業経営

の(自 己)資 本形成面か らの経営確立に向けて、

複式簿記記帳を始めとする経営の管理、運営へ

の自己啓発が重要であり、都道府県農業会議の
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実施する自立経営育成事業やそれに基づく農業

経営者の組織的な相互研讃等の共同学習活動等

は、必要な経営能力の向上(ヒ ューマンキャピ

タルの形成)に 向けて重要な役割 りを果すもの

となっている。

④ その他の基本的前提

以上の近代的な土地利用型農業経営の創出 ・

拡大に向けての農地のプール、再配分がスムー

ズになされてい くためには、将来 とも農用地と

して確保されてい くべき土地について、農用地

としての真当な経済的地位が犯されないような

全体を貫 く土地 ・農地政策が確立されねばなら

ないであろう。

わが国の農地価格は、1965年 代初めまで農

民的な農地採算価格を貫いていた(表19)と み

られるが、それ以降、都市的土地利用の膨張と

投機的な取得にさらされ、都市近郊か ら始っ

て道路網等の整備によって相当の遠隔地まで、

非農業的な土地価格が大 きく影響するようにな

ってきた。表19で80年 代以降、都市計画区域外

での農用地区域ですら農地純収益は、その農地

価格に対して著しく低い利廻 りしか示さなくな

ったのである。

古江睦明氏 らによれば1.5～3ha層 の農地純

収益で見ても1988年 時点の計算で全国の水田

の50%は その限界農地純収益による資本還元地

価(4%の 利廻 り)を 上廻り、平均純収益では

75%の 水田がその還元地価を上廻っているので

ある(土 地と農業No20)。

これは、農地価格が農業外の都市的利用の採

算あるいは投機的な地価の影響にさらされてい

るためであり、都市近郊や都市計画区域の中で

はこの傾向はさらに著しくなっている。しかし

わが国においては、このような農業採算を離れ

た高地価を付与されている農地 と言えども将来

的に農地として確保 してい くべき農地が圧倒的

に多いのである。

89年5月 ～90年4月 までの全国農業会議所の

農地価格調査によっても大都市近県など中心に

著しい上昇を示 している(中 田の都市計画区域

外で5%、 区域内で13～15%)。 これは、東京、

大阪等での異常な地価上昇の反映であ り、ここ

から始まってわが国の地価は農地の大半を含め

て無茶苦茶な投機価格にさらされていると言っ

ても良いのである。

もともとわが国は、欧米諸国に比 し可住地

(利 用可能地)率 が著しく低 く、その上での人

口や経済活動密度が著しく高いことの特徴を持

(表19)農 地純収益利廻りの推移(中 田)

49



っている(図1)。 この基礎の上で農地 もまた

用水と道路網の発達で他用途利用への転換の可

能性を高め、都市近郊などでは都市的利用と農

業的利用が混在するとい う土地利用形態をとっ

てきた。高度経済成長以来、都市化(都 市的土

地利用)の 膨張で、農地価格の農業採算を超え

た上昇がもたらされてきたが、このような都市

側からの異常な地価上昇は今や極限的な状況に

達していると言えるのである。

しかし農地価格が農業採算を超えて上昇して

もそれが全て非農業的利用に供されるわけでな

くその大部分は将来とも農地 として確保してい

くべきものであることは明らかであり、このけ

じめ(農 地価格は農業採算の範囲に抑制する)

をつけるべき、土地 ・農地政策の確立がなけれ

ば、農地の集積プール等がとうてい成 り立ち得

図1可 住 地1k㎡ 当 た り人 口と

1,000kflP当 た り国 内 総生 産

〔1987年 現 在(1ド ル ー138円)〕

ないことが明らかである。そのためには また土

地問題の元凶をなす大都市集積地帯での地価を

含めた土地市場の徹底した公的管理 が必要にな

るであろ う。即ち都市集積地帯での土地市場

(地 価を含む)の 公的管理の強化 と併せての農

用地の確保 ・保全と利用を裏づける農地政策の

徹底化が必要になっているのである。

第2の 前提は農業経営の近代化、企業化の担

い手について株式会社等による農外資本の参入

を阻止しなければならないことである。

今、わが国農業の構造改革(欧 米で見られた

農業革命や農業構造調整)が 課題になっている

のは、日本の農業と農業者自らの戦後 「民主化」

以来の経済社会の発展展開に対応した社会的な

自己改革である。伝統的なお くれた生業(小 農)

的形態を脱皮しての近代化を農業に生きる人々

が自ら成し遂げてこそ、それは健全な経済社会

形成の基盤をなすものであると考える。かつて

マックス ・ウェーバーや大塚久雄教授が 「ヨ-

ロッパの近代資本主義の源流が決して中世大都

市の大商人の手によるのでなくオランダやイギ`

リスの上層農民(手 工業 を含め)の 勤勉節約

(プロテスタンチズム)に よってこそ築かれた」

と指摘した歴史的な意義は、今日の日本におい

ても貫かれるべきものであると考える。北米と

南米の産業発展の根づ き方の違いを見ても自ら

の経営(生 業的家族経営)を 自ら近代的な産業

に切 り換え発展させた進んだ国民と外部からの

プランテーションに留まって遅れてしまった国

々との違いが明らかである。農業の構造改革は、

あくまで農業を担 う人々が自ら成遂げるべき課

題であることを忘れてはならないであろう。

3つ には、市民農園やリゾー ト農業等の農業

の新しい行き方の導入についても、以上に述べ

た土地 ・農地の公共性を貫 く公的管理政策の中

に包摂してその対処をなすべきものと考える。
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即ち、その権利についてはあくまで公的機関の

保有、管理のもとでその用途に供 し得るように

すべきであろう。

5総 括

わが国の農業構造が特に土地利用型農業につ

いて大きな変革期を迎え、農業構造の改革が切

迫した形で迫られ、そのためにダイナ ミックな

農地のプール、再配分と新規参入者の受入れ等

のシステム化を含めた政策対応が必要になって

いることを見てきた。

このような課題については、農業者はもちろ

ん政策当局や各団体、機関等においても徐々に

問題意識に登 りつつあり、それにともなう施策

が様々な面で始まっている。

古くは農地保有合理化法人の制度化(1970

年)や その設立と事業実施がそうであろうし、

農用地利用増進法の制定(80年)と その改正

(89年)、 あるいは集合的利用権等調整事業の

発足(83年)、 新規参入ガイ ド事業(87年)、

担い手確保特特別事業(88年)等 々、また91年度

の国の予算でも担い手確保を目指 したい くつか

の新しい試みが計上されている。

これらは各関係者の努力で一定の成果を見つ

つある。

しかし、これまでに示した農業構造変動の動

向とそれによる改革課題は、以上の諸事業の努

力を積上げておれば自ず と方向がひらかれると

いう時点をとうに通 り過ぎてしまっているもの

と思われる。

以上の行論に示してきた状況や課題は、それ

に対応した、さらにダイナ ミックな農地管理手

法とその制度的バックの展開を必要としている

ものと考える。
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