
口
農業の担い手像 とその育成

武蔵大学経済学部教授 後 藤 光 蔵

ただいまご紹介いただきました、武蔵大学

の後藤と申します。

そこにレジュメをお配りしてありますよう

に、 「農業の担い手後とその育成」という大

変大きい題をつけさせていただきました。こ

の課題については、皆様方の方が日々いろい

ろ考えたりご苦労なさっていることで、私な

どの話すことは余りないのですけれども、ま

た違う立場か ら私の考えていることをお話 し

して、この研修会の問題提起になればという

気持ちと、私自身、ここへ出てきてお話しし

て、皆さんか ら刺激を受けて自分の勉強にな

ればということを考えまして、まいりました。

レジュメの字がすごく小さいので、どんな

中身でお話 しするかという話の筋だけ、最初

にお話 ししておきたいと思います。

最初に、ことしは農業基本法ができてから

30年 ということで、平成2年 度の白書で も農

業基本法のもとでの農業の変化ということが

いろいろ分析 されておりますけれども、農業

基本法の30年 は農業にとってどういう状況を

もたらしたのだろうかということを少 し整理

してみたいと考えました。これは、農業基本

法の30年、あるいは農業基本法のもとでの担

い手の動向ということで、主にレジュメの2

のところで整理いたしました。

2番 目に、農業基本法のもとで、農政の側

は農業の担い手をどのように考えてきたのだ

ろうかということを3の ところで整理 してみ

ました。

3番 目に、そういうことを踏まえて、どの

ような担い手をどのように育てていったらい

いのかということ、大枠として、こんなこと

を考えなが ら担い手の育成を考えていかなけ

ればいけないのではないかということを4と

5で 整理 してあります。そして農業の第一線

で仕事をされている、きょう参加されている

皆様に対 して、こういうことを期待 したいと

いうことを最後に述べて、全体のまとめに し

たいと考えました。
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早速、中身に入っていきたいと思いますけ

れども、農業基本法のもとでの30年は、農業

だけではな くて、日本の経済、あるいは社会

に相当大きい変化をもたらしたと思います。

私は、大学を卒業 したのが昭和43年で、そ

の43年前後から農業の勉強を始めました。で

すから、主に農村調査という形で農村に行き

出したのも昭和43年前後からです。そういう

調査を通 じながら、農村が大きく変わってき

たと実感として感 じる点として例をあげます

と2つ ぐらいあります。

1つ は、私は当時私がいた大学の助手の先

生に連れられて43年 ごろからいろいろな農村

に調査という形で行き始めたのですが、役場

で村の概況を聞き、その後で先生に 「調査し

てこい」といわれまして、事前に連絡 しない

で農家を訪ねていろいろな話を聞くというこ

とがよくありました。それでもまだその当時

は、家にいらっしゃる方が結構いて、飛び込

みで行っても話を聞くことができたのです。

ところが、その後の兼業化は著 しく、今は

そんな状況ではないということは、皆さんが

よくご存 じのとおりです。例えば、ことしの

夏に福岡県の三橋町というところの一つの集

落の農家の悉皆調査を したのですけれども、

今回は昼間はほとんどできませんで、夜に2

戸ずつ話を聞 くということをやらざるを得ま

せんで した。今では夜に調査するというのは

普通になつてきましたけれども、こんなに昼

間人がいな くて夜に2戸 もしなくてはいけな

いというのは余りなかったことで、そういう

点で、実感としてこの間農村は、相当大きく

変わってきたと感 じます。

もう一点、すごく変わってきたと思うのは、

当時はその家の世帯主に話しを聞けば大体家

のことがわかったというような状態がありま

したけれども、最近は、今やっている農業の

状態については、やっている人がよく知って

いるとしても、今後どうするのかということ

については、若い人の話も合わせて聞かなけ

ればいけないというような意味で、やはり家

というものも相当変わってきた、農家という

ものも相当変わってきたと感じます。後でこ

のことに関連してもう少 しお話 ししなくては

いけない面があるのですけれども、農家とい

うものも相当変わってきて、それぞれ自分の

考え方、あるいは自分の職業をもった人が集

まって家をつくっているという傾向が強まり、

だれか1人 に聞けばそのうちの農業のこと、

あるいは今後のことがわかるというような状

態ではなくなってきているのだということで

す。

私が農村調査という形で農村に行き始めて

から二十五年 くらいにしかなりませんけれど

も、そういう点が大きく変わってきたのでは

ないかというように実感 しているわけです。

それでは、農業基本法のもとでどのように

変わったのかということで、資料的にみます

と、5ペ ージの①の表が、平成2年 度の白書

が整理 したこの30年の農業の変化、あるいは
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農業を取り巻く状況の変化ということです。

それをみていただ くとわかるのですけれども、

農業生産そのものは60年ごろまでは増大 し、

60年を境にして若干減少傾向にあるわけです

けれども、全体としてみると、昭和35年度か

ら平成元年度まで増加 してきたということが

いえると思います。しかしながら、あわせて

農産物の輸入額をみますと、昭和35年度から

平成元年度までで3倍 程度に増えてきている。

そういう点でいうと、生産の伸びはありまし

たけれども、それ以上に輸入がず っとふえて

きて、その結果、そこにありますように、穀

物の自給率は82%か ら30%、 供給熱量の自給

率でみても79%か ら48%と いう形で、自給率

そのものは相当落ちてきているわけです。

農業就業人口は、そこに書いてありますよ

うに、1,196万人から408万人 と相当大きく変

化 しました。あわせて、耕地面積も、607万

1,000ヘ クタールから524万3,000ヘ クタール

までこの間相当減少してきている。また、基

本法が農業の担い手として描いた自立経営農

家は、戸数の割合でみると8.6%か ら6.3%

と、むしろ減少してきている。 しかしなが ら、

兼業化という形をとって、35年の場合には、

農家の世帯員1人 当たりの家計費は非農家世

帯に比べて76%ぐ らいの水準で したけれども、

兼業農家も含めて農家全体をとってみると、

兼業所得の増大ということもあって、114%

ぐらいになったというのが、大まかにいうと、

この農業基本法の30年の大きな変化だったと

思います。

改めて農業基本法というのはどういうこと

が書いてあったのだろうかということで、今

みてきた点にかかわったところを幾つか書 き

抜いてみました。農業基本法というのは、私

はこの論理には疑問があるのですが、いうま

でもなく、農業と工業の生産性の格差が開い

てきたために、農家の所得と非農家世帯、非

農業従事者との所得の格差が開いて、それに

よって農家の生活水準が非農家世帯に比べて

落ち込んできている。それを、当時、高度経

済成長の過程で労働市場 も開けてきて、農家

の労働力が非農業の就業場面へ少 しずつ流出

してきているという事態をとらえて、構造政

策、要す るに規模拡大ということを行いなが

ら、生産性の格差の是正を行 う。その生産性

の格差の是正が所得格差の是正につながるの

だ。そういう道を通 りながら、農業の発展と

農業従事者の生活水準の向上を果たすのだと

いうのが、書かれている基本的な目的だった

と思います。

それでは、その中で農業生産についてどう

いうことが述べられていたのだろうかとみま

すと、第9条 は、農業生産に関する施策につ

いて書かれたところです。そこでは、まず

「農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向

上」ということがうたわれて、その次に 「及

び農業総生産の増大」ということがいわれて

いた。そういう点でいうと、この30年の動き

というのは、農業生産の選択的拡大とか農業
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の生産性の向上ということに相当力は注がれ

てきたけれども、農業総生産の増大というこ

とについていうと、やはり最後に書かれてい

るという位置づけに 相応 しく'、 結果的に

みると、力の注ぎ方は極めて弱かっただろう

と思います。

第11条は、農産物の価格について書かれて

いるのですけれども、価格政策についても、

いろいろな価格政策、制度ができる中で、こ

の価格政策によってカバーされる農産物の種

類というのは、この農業基本法のもとでふえ

てきた。しかしながら、そこでとられる価格

というのは、そこに書いてありますように、

農業基本法以前のように価格によって所得を

維持するのとは違って、基本的に価格の安定

ということを狙った価格政策であって、そう

いう意味で、価格政策の対象そのものは広が

りましたけれども、所得水準を価格政策によ

ってカバーするという所得政策としての側面

は弱 くなっていったというのが、農業基本法

のもとでの価格政策の-般 的な動きだったろ

うと思います。

第13条 は、輸入にかかわる農産物の関係の

調整というように書かれている部分です。こ

こでは、そこを読んでいただくとわかります

ように、価格政策によって農産物の価格等々

が落ちてきたときに、第11条 の価格政策で対

応できないときには、関税率の調整だとか輸

入の制限等々を行うということが述べられて

いますけれども、実態は輸入自由化という形

で門戸を開くという方向が一方的にずっと強

められていって、価格の低落が著 しいか ら輸

入の制限を行う等々の、この13条で述べ られ

ているような方向というのは、とられてこな

かっただろうと思います。

そういう中で、第15条で、自立経営農家と

いうことを今後の農業生産の担い手として描

いたわけですが、それ自身、先ほどみました

ように、面積のシェアでいえば若干伸びてい

ますけれども、戸数のシェアを考えていくと、

35年に比べてむ しろ減ってきたという事態が

生じてきていたのだと思います。

そういうことを トータルとして、今、駆け

足で幾つかの条文をみてきたのですけれども、

基本的にいうと、やはり農業基本法のもとで

の農業政策というのは効率性の高い農業、あ

るいは生産性の高い農業をいかに育成するか

ということに非常な力点があった。しかしな

がら、高度経済成長の過程 というのは、日本

の経済成長も相当高いテンポで進んでいた時

期ですから、例えば需要の拡大する部門、あ

るいは世界的にみればまだまだ不足状況にあ

った主食である米、そのようなものについて

は一定程度の保護的な政策をとれるだけの余

裕はあったけれども、それはやはり副次的な

ものだったのではないかと私は考えています。

しかし、農業基本法のもとでの副次的な政

策の色あい、つまりある程度 もっていた農業

保護的な色彩、あるいは農業生産を拡大させ

ていくような施策の中身というものが、昭和
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60年代に入って くると、相当大きく削られて

くるという動きが強まってきただろうと思い

ます。そういう点では、農業基本法の30年 と

いうようにいいますけれども、昭和60年代に

入ると、農業生産はまた違った局面に突入 し

たのではないかと思います。

その昭和60年代、つまり1985年以降の農業

政策というのは、基本的に 「国際協調型の産

業構造への転換」ということの中で農業も考

えるという時期、あるいは時代だっただろう

と思います。その昭和60年代の農業政策とい

うものは、基本的にいうと、2つ の大きい流

れを背景にしているのではないかと私は考え

るのです。

1つ は、やはり臨調です。臨調の議論がず

っとあって、臨時行政調査会の最終答申が出

るのが昭和58年3月 ですけれども、ここで基

本的に行政は今後こうあるべきだという行政

の基本方向が最終答申の最初の部分でうたわ

れています。それをみますと、大きくいって

3つ 述べられています。

行政の役割としてこういうことを考えなけ

ればいけないということでいわれているのは、

民間の自由な活動を保障する最小限の行政 と

いうことです し、国民に対しては自立 ・自助、

自分の生活はなるべく自分の力でやっていけ、

国の福祉政策等々に頼るということを戒める

という自立 ・自助。あるいは、行政の中に国

際的視野というものを入れなくてはいけない

というような中身で、まず一つ、今後の行政

の役割ということが書かれています。

それでは、そのような行政を担う今後の行

政主体というのはどうあるべきかということ

が2番 目の点ですけれども、今後の行政主体

は、自律 ・自浄能力といいますけれども、必

要に応 じて硬直化やセクショナリズム、肥大

化の弊害を自ら除去できるような行政主体、

自己革新とか自律 ・自浄の能力をそなえた行

政主体であるべきだという行政主体について

のあり方を2つ 目に述べています。

3つ 目に、行政の手法としていうと、補助

金だとか許認可のような直接的、後見的な行

政手段というのは今後やめるべきだ、間接的、

補完的な行政手段という方向をとっていくべ

きだということを、行政の手法ということで

述べたわけです。

行政の在り方として基本的な役割、行政主

体のあり方、それか ら行政手法という3つ を

臨調の最終答申は述べましたけれども、これ

が、1つ は昭和60年代の農業政策のあり方と

いうことを規定 しているのではないか。この

臨調の最終答申の中で、農業について も、国

際化の進展のもとで生産性向上に重点を置き、

産業 として自立 し得る農業を目指すべきだと

いうことが うたわれていましたけれども、こ

の行政の在 り方ということが、60年代の農業

政策の在り方のベースに一つあるのだろうと

思います。

農業政策を規定 しているベースのもう一つ

は、よくご存 じのように、昭和61年4月 に出
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ました前川 レポー トといわれている、国際協

調のための経済構造調整研究会の報告だろう

と思います。

この前川 レポー トは、いうまで もなく、ア

メリカ経済が双子の赤字を自分の国だけでな

かなか解決できない、 しかしなが ら、アメリ

カ経済の崩壊ということは世界の資本主義体

制にとってゆゆしきことですか ら、先進資本

主義諸国が集まって、経済政策の国際的な協

調という中でこの問題を解決していこうとい

うことで、1985年 に5カ 国蔵相会議 というも

のが開かれていく、そういう動きの中で、国

際的に調整 し合いながら、経済政策を運営 し

ていくという動きが強まってきますけれども、

そういう動きを背景にして、日本としてそう

いう大 きな流れでこういう経済政策をとって

いくということを謳ったレポー トです。当初

は私的な諮問機関のレポー トですけれども、

国の正式な政策文書に吸い上げられていくわ

けです。

この前川レポー トの基本的な考えは、今い

いましたように、国際協調型の経済構造へ転

換 していくということが、世界にとっても日

本にとっても重要なのだというのが基本的な

認識です。農業にかかわる点を拾っていきま

すと、このレポー トでは1番 目に内需拡大と

いうことがいわれていて、この内需拡大の大

きい柱として、住宅政策とか、あるいは民活

による都市の再開発ということが大きな比重

をもっていわれて くる。 こういう中で、都市

農業の問題、つまり宅地並み課税の問題が出

てくるわけです。そういう中身がありますし、

もっと直接的には2番 目の国際的に調和のと

れた産業構造への転換というなかで、石炭産

業、農業というようなものを取 り上げなが ら、

農業については、国際化時代にふさわしい農

業政策を推進 していく必要がある、つまり、

政策の重点を構造政策に置きながら、基幹的

な農産物を除いて、内外価格差の著 しい品目

については輸入を拡大 していくのだというこ

とをいいます し、もう一つ、市場アクセスの

改善ということもあわせていっている。それ

以外にも幾つかのことをいっているのですけ

れども、そういう前川レポ-ト が出されてい

く。この2つ が、昭和60年代の農業政策の基

礎にあるわけです。

そういう2つ の文書を踏まえなが ら、農業

政策として出されたのが、昭和61年の農政審

の報告です。 『21世紀へ向けての農政の基本

方向』という農政審の報告が出されます。こ

れは、その前の55年の 『80年代の農政の基本

方向』 という農政審の答申と比べますと、2

つの点で大きい特徴があると私は思います。

その1つ は、55年の答申でいわれていた総

合的な 「食料自給力の維持 ・強化」という言

葉が、 「基本的な食料供給力の確保」 という

言葉に置きかえられているという点です。つ

まり、1970年代の世界的な食料危機というこ

とを背景にしなが ら出された『80年代の農政

の基本方向』の中では、 「食料自給力の維持
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強化ということがいわれて、平素から食料の

自給力の基礎になるような、例えば農地の保

全であるとかそういうことを考えていかなけ

ればいけないということで、その具体化とし

て、その後例えば日本には550万 ヘクタール

の農地が必要だ、それによって飢えない程度

の食糧の確保が可能である等々のことがいわ

れましたけれども、そういう食糧の自給力と

いうことが、 「基本的な食糧供給力の確保」

という言葉に変えられていくという点が、1

つの特徴的な点だったろうと思います。国内

生産をどの位重 く見るかに相当の違いがある

ことがはっきりしています。

大 きく変化 したもう一つは、今いった55年

の農政審の答申では、構造政策を進めなが ら、

構造政策の進展に従って育っていく大規模農

家というものに焦点を当てた価格政策をとっ

ていく。まず、構造政策を遂行 し、その構造

政策の進展に従 って育っていった大規模農家

に合わせて価格政策を運営 していくのだとい

う考え方に立っていましたけれども、この

『21世紀へ向けての農政の基本方向』という

のは、むしろ、価格政策そのものも構造政策

を助長する、あるいは促進する方向で運営す

るのだということを謳った。つまり、55年 の

答申では、構造政策があってその進展に応 じ

た価格政策があったのに対して、61年の報告

では価格政策そのものも構造政策を推進する

方向、役立つ方向に運営 していくのだという

こと、形式的にいえは両者の関係が逆になっ

たという点が、2つ 目の大きな違いだったの

だろうと思います。

昭和63年度の米審で、今後の米価の算定 と

いうのは5ヘ クタール経営を基準とすること

を目標にする、当面そこまでいかないから、

1.5ヘ クタ-ル の農家の生産費を基準にして

米価を決めていくのだということがいわれて

くるのも、そういう動きの中で出てきている

のだろうと思います。

今、簡単にお話 ししましたように、農業基

本法の30年 というのは、大きく括れば、生産

性の高い農業、効率性の高い農業の育成とい

うことに一貫 して重点があった。しか しなが

ら、60年までの政策 というのは、特に当初の

高度経済成長のもとでは、農業保護的な政策

も副次的に展開していくような余裕がまだ一

方であった。それを使って、需要の拡大して

いくような農産物、あるいはまだ国内で不足

していた主食である米、世界的にみてもそう

簡単には輸入できないというような状況の米

等々については、保護的な政策がとられてい

ったと思いますけれども、60年以降というの

は、その副次的な政策の部分が内外の経済状

況によって相当大胆に切り捨て られていくよ

うな時期だったのだろうと思います。そのよ

うに、この30年 というのは、60年を画期とし

て相当大きな変化を含んでおりますが、以上

述べてきたような性格の農業政策がとられて

きたのではないかと私は理解しております。

今、徐々に90年センサスの結果が印刷され
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て、これか ら全体が報告書として出されてく

る時期なわけですけれども、それでは、そう

いう30年の もとで、農業の担い手ということ

に焦点を当ててみるとどういう事態になって

いるのかとい うことを、90年センサスの結果

の概要を使って簡単にみてみたいと思います。

それを3点 に一応まとめておきました。

まず1つ は、この農業基本法のもとで、基

幹的農業従事者の高齢化、あるいは新規就農

者の減少というのが相当顕著に進んできてい

るという点が第1点 です。

5ぺ ―ジの②に基幹的農業従事者の年令別

の数値を男女別に出しておきました。それを

みていただければわかりますように、16歳か

ら29歳というのは本当に少なくなってきてい

ます。60歳以上の農業の労働力、この昭和1

桁の人たちというのは、仕事につ く年齢に達

した時代は、高度経済成長以前で労働市場が

まだ開けていなかった人達です。勤めようと

思っても、まだ十分に労働市場が開けていな

かった人達、そういう人達が相当厚 く農業の

担い手として農業を担ってきた。そういう層

が60歳以上の人達であるわけです。その人達

が、その図にあ りますように相当厚 く存在す

る。今後は、この層がだんだんいなくなって

いく。農業か らリタイアしていく。そうした

ときにどうなっていくのだろうかということ

を、相当深刻に考えさせてくれるような図だ

と思いますけれども、基本的にいうと、相当

極端な逆三角形になってきているという点が

②の基幹的農業従事者数をみていただくとわ

かると思います。

6ペ-ジ の③には、新規の就農者について

幾つかの数字を書いておいたのですが、まず

一番上は、新規学卒就農者ですけれども、平

成2年 についていうと1,800人 。 トヨタの会

社1社 にも満たないというようなことがよく

いわれますけれども、1,800人 ぐらいになっ

てきている。それでは、新規の学卒者で他産

業に従事 しながら農業にも従事しているとい

う人はどのくらいいるかというと、その次の

2万3,000人 という数字です。その次と次の

数字は、離職 して農業に就業 した人と離農 し

て他産業に就業 した人の数を書いておいたの

ですけれども、両方とも相当大きく減少して

きています。離職して就農 した若い人、34歳

以下の人というのはどのくらいいるかという

と、平成2年 についていうと、これも新規の

学卒就農者と同じぐらいの数字に減ってきて

いる。新規の学卒就農者、あるいは離職して

就農する若い人というものは、ともに同じよ

うな趨勢をたどって、相当大きく減少 してき

ているということがわかると思います。逆に、

最近よくいわれる新規参入者というのはどの

ぐらいなのかということですけれども、63年

12月の時点で営農を継続 している新規参入者

というのは、55年に新規参入 した人をとって

みると26人ぐらいで、63年についていうと77

人ということです。新規参入ということがよ

くいわれますけれども、このもっている比重
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というのは、新規の学卒就農者等々に比べて

もまだ相当少ない数字だということがわかる

と思います。

そういう点で、まず、第1点 目、今、幾つ

かの数字をみましたように、農業の従事者の

高齢化が相当進んでいるということがわかる

と思います。レジュメに書いておきましたよ

うに、100日 以上農業に従事した男子という

のをとってみましても、60歳以上が50%ぐ ら

いを占めるまでになっているという状況にあ

るという点です。

第2点 目ですけれども、農家の戸数の減少

というのは、平成2年 度に農家の定義が少々

変わりましたので、連続 してつなげることが

できない面があるのですけれども、昭和45年

から平成2年 まで各5年 ごとの農家の減少率

をとってみますと、45年か ら50年というのは

8.3%、50年 から55年というのは5.9%、55

年か ら60年というのは6.1%だ ったのですけ

れども、60年から平成2年 は、さっきいいま

したようにちょっと定義が変わりましたけれ

ども、9.3%と いう形で、減少率は相当高ま

ってきた。

そのように農家の減少が高まってきたので

すけれども、よくいわれるように、それにあ

わせて耕作放棄地というのもこの5年 間相当

顕著に増加した。耕作放棄地というのは、農

家と非農家の合計で昭和55年 に12万3,000ヘ

クタールありましたけれども、平成2年 は21

万7,000ヘ クタールで、この間約9万4,000

ヘクタ―ル増加 しています。各5年 の増加率

というのをみますと、55年か ら60年までは、

9.6%だ ったのですけれども、60年から平成

2年 というのは、そこにありますように、

60.7%と 耕作放棄地というのは相当極端に増

加した。もう一方で、規模拡大、農地の流動

化ということがいわれていますけれども、で

は借地面積はどうなのかということをみます

と、同じ期間、借地面積は55年から平成2年

までで11万1,000ヘ クタール増加 した。55年

以降平成2年 までをとってみると、耕作放棄

地よりも借地面積の増加の方が多いのですけ

れども、60年から平成2年 をとってみますと、

耕作放棄地が8万2,000ヘ クタ―ル増加 した

のに対 して、借地面積は7万1,000ヘ クター

ルの増加であるという、借地面積の増加より

も耕作放棄地の増加の方が大きかったという

ことがみられるわけです。

そういう点で、この耕作放棄地の増加の中

身、実態をもう少し調べてみなければいけな

いのですけれども、数字だけでみますと、相

当すれ違いみたいな現象が起きてきているの

ではないか。一方で、農地の流動化、あるい

は規模の拡大ということがいわれながら、そ

れ以上に耕作放棄地がふえている。これは、

地域別の率などで見ますと、例えば東北のよ

うなところは、借地面積の伸び率が大きいと

同時に耕作放棄地の増加が大きいというよう

なことがみられていて、数字でみる限りは、

担い手不足を現わすような現象が起きている
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ということがみ られるという点が第2点 目で

す。

第3点 目は、農地の流動化ということがい

われて、当初、構造政策の中で自立経営農家

の育成ということがいわれ、1970年代に入っ

てか らは中核農家の育成 ということがいわれ

ていたわけですが、こういう農家はこの間ど

のくらい育ったのだろうかというのは、先ほ

ど第1番 目の数字でみたとおりなのですけれ

ども、戸数でいうと、自立経営農家というの

は8.6%か ら平成元年でいうと6.3%、 耕地

面積でいうと24%か ら26%と いう形で、土地

利用型の農業では余り大きな進展はみられな

かった。稲作の粗生産額のシェアをみますと、

中核農家という、 もう少し自立経営農家より

も広い概念-要 するに基幹男子農業専従者

のいる農家、16歳から60歳未満の男子で150

日以上農業に就業する人がいる農家 一 でみ

ても、平成元年度の稲作の粗生産額で中核農

家の占めるシェアというのは28%ぐ らいなの

です。そういう状況です。

この農業基本法の30年の間の上層農家、大

規模農家の動向ということを、規模別、ある

いは販売金額別というところでまとめてみた

のが6ペ ージの④の表です。

3ヘ クタール以上の規模の農家の動きをみ

てみますと、確かに戸数は増加 している。 し

か しながら、増加する戸数をみますと、やは

り60年から平成2年 というのは3ヘ クタール

～5ヘ クタールでは相当減っている。あるい

は増加率も相当ダウンしている。例えば3ヘ

クタール～4ヘ クタールの階層をとってみま

すと、増加戸数は55年か ら60年の5年 間のと

きには6,600戸 ありましたけれども、60年か

ら平成2年 は2,900戸 の増加に減っている。

増加率も10.5%か ら4.2%に 減 っているとい

う形で、5ヘ クタール以上ということを除い

てみると、まずは現段階における日本農業の

専業的な担い手層と考え られる3ヘ クタール

～5ヘ クタールの農家についていうと、60年

以降、その階層への上昇率というのですか、

上向率、あるいは規模拡大の力というものが

やはり相当落ちているのだろうというのが、

この90年セ ンサスの結果の概要の数字か ら私

の受ける印象です。

販売金額をとってみましても、500万 円以

上の農家、あるいは1,000万 円以上の農家の

増加率というのは、55年か ら60年までは43%

増、73%増 だったのですけれども、60年から

平成2年 というのは、14%増 、あるいは23%

増 と相当ダウンしている。それから、60歳未

満の男子専従者のいる農家の減少率というの

は、逆に相当高まってきている。16%減 だっ

たのが27%減 という形になっています し、世

帯主と後継 ぎが農業専従でやっている農家と

いうものの減少率も16%か ら27%と いう形で、

相当減少率を高めたというのがこの5年 間な

のです。さっき、農業基本法の30年というよ

うにいっても、政策的な中身でいうと60年頃

を境に性格が変わってきているというお話を
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しましたけれども、60年以降の動きというの

は相当シビアに評価 しなければいけないので

はないかと考えています。

白書等々をみますと、農家の収益性という

のは下がってきているけれども、もう一方で

農地価格というものも下落 してきているし、

小作料も低下 してきているという状況の中で、

困難 もあるけれども、地域によっては規模拡

大の条件も出てきているというようにいって

いますが、全体をみますと、本来であれば農

地流動化の一つの核になるような3ヘ クター

ルとか4ヘ クタールというような階層への上

向力、規模拡大能力というようなことについ

て、相当陰りが出てきているというのが、90

年センサスの結果か らいえることなのではな

いだろうかと私は考えています。

以上が、農業基本法の30年 という中でどん

な変化が生じてきたのかという点の私なりの

簡単な整理です。

続きまして、そういう農業基本法のもとで、

国の政策は農業の担い手ということをどのよ

うに考えてきたのだろうか ということに少 し

触れてみたいと思います。 レジュメの3の

「担い手像の変化 とその背景」というところ

に一応まとめてある部分です。

農業の担い手というときに、普通、2つ の

内容があると思います。1つ は、農業の生産

全体がどのような仕組みの中で行われている

のだろうかという点が第1点 です。農家とか

農業者、あるいは組織 というようなものがど

ういう関係にあって、全体として農業生産が

営まれているのかという点。もう一つは、そ

ういう農業生産が全体として担われている仕

組みの中で、特に中核的、中心的なものに、

一方で規模拡大、農業生産力の発展の担い手

だとか、あるいは発展方向ということをダブ

らせて、私たちは多分農業の担い手という言

葉を使 っていると考えるのですけれども、そ

ういう農業の担い手像というのを国の農業施

策としていうと、どのように考えてきたのだ

ろうかという点です。それを整理すると、3

つ ぐらいの点に整理できるのではないかと思

っています。

1つ は、先ほどいいましたように、農業基

本法の中で自立経営農家ということを謳いま

した。この自立経営農家というのは、規模の

概念と所得の概念ということが結びついた担

い手像、要するに、正常な家族の規模をもっ

ていて、そのうちの働き手が他産業に就業 し

なくても、自分のうちの農業で十分働 くだけ

の規模をもった農家という規模の概念と、そ

のことによって農業従事者が他産業従事者と

均衡する所得を得られるという、規模 と所得

の2つ の概念が合わさった担い手録だったと

思います。こういう自立経営農家を農業の担

い手として考えて、これを育てていく、農業

基本法の中では、副次的に協業組織 というこ

とがつけ加えられていますけれども、基本的

にいうと、自立経営農家の育成ということが

中心的な担い手像として描かれて、 これを育
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てていくのだということが政策の中心的な方

向だったと思います。

しかしなが ら、構造政策の基本方針-農

業基本法以降の構造政策の進展具合いを検討

して、総括 して、今後の構造政策のあり方 と

いうことを提起した文書ですが、昭和42年に

出されておりますが、この構造政策の基本方

針という中では、自立経営農家ということを

一義的に考えていた時期とは違って
、集団的

生産組織ということを相当重視 した担い手の

仕組み、担い手像が提起されたと私は考えて

います。

自立経営農家ということは一方で置きなが

ら、同時に、集団的生産組織ということを相

当重視 し、位置づけたということは、1つ は、

日本の農業構造、あるいは日本の農村の特質

を考えていくと、自立経営農家の育成という

ことも、集団的生産組織の育成、それを通 じ

て育っていくという自立経営農家を形成して

いく経路として集団的生産組織を重視 したと

いう側面 と、もう一つは、自立経営農家が思

うように育たない、その一方で兼業化がどん

どん進んでいく、そのままであれば、農業生

産そのものが停滞し、ゆくゆくは、衰退 して

いく、そういうことに何とか歯止めをかける

ためには、兼業農家を含めて農業生産を維持、

発展させるものとして、集団的生産組織とい

うことを重視せざるを得ないだろうという2

つの認識があったのだと思います。そういう

認識のもとで、この構造政策の基本方針以降、

集団的生産組織というものが、それ以前に比

べて重視されるようになっていつたという点

が1つ です。

それと同時に、1970年代に入りますと、自

立経営農家がなかなか思うように育たないと

いう中で、先ほどいいましたように、規模の

概念だとか所得の概念というようなものでは

なくて、基幹的な男子の農業専従者がいる農

家というような形での中核農家ということが、

むしろ政策的な用語としていうと重視されて

くるという変化があったと思いますけれども、

こういう点での担い手像の変化ということが、

この間あっただろうと思います。これが第1

点目です。

もう一点ですけれども、ずっとみていきま

すと、昭和51年度の農業白書ごろから、地域

農業の組織化とか、あるいは62年度の農業白

書などでは、地域農業のシステム化というよ

うなことが相当いわれるようになって くる。

つまり、一方で中核農家とかあるいは自立経

営農家がいて、それを取り巻くような形で集

団的な生産組織がある、同時に、それのベー

スに、そういうことを取り込みなが ら、地域

全体として地域農業の組織化とか地域農業の

システム化というようなことがいわれるよう

になって くる。これは、例えばそこに書いて

ありますように、地域農業集団とか、55年の

農用地利用増進法によって農用地利用改善団

体というようなことが具体的な組織のあり方

としていわれるようになってきますけれども、
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こういう形で地域農業の組織化とか地域農業

のシステム化というようなことがもう一方で

重視されてくる、あるいは注目されるように

なってくるという点が、もう一つの動きだっ

ただろうと思います。

これには、2つ の要因があるのだと思いま

す。1つ は、やはり日本の土地所有制度。零

細、分散錯圃というようにいいますけれども、

かなり規模が小さい上に耕地を飛び飛びに所

有 している、入 りまじっているというような

一 日本だけの特徴ではありませんけれども
、

そういう日本の土地所有構造ということに対

する注目だと思います。そういう中で、農業

のあり方ということを考えていったときに、

地域としてそれらをより望ましい形で利用調

整 してい くような、地域ということをベース

にした農業の組織化とかシステム化というこ

とが欠かせないという認識が多分一方である

のだろう。

同時に、日本の農業とか農村生活というの

は、例えば水路だとか農道だとかの維持管理

をみればわかりますように、農家の人たちの

共同的な仕組み、あるいは共同的な労働によ

って維持されている。そういうことがベース

にあって、農業生産の基盤、あるいは農村生

活の基盤というものが維持されているという

側面があるわけですけれども、もう少 しそう

いう側面に注目していく必要がある。そうい

うことに注目しながら農業のあり方を考えて

いかなければいけないのだろうという点での

注目が、地域農業の組織化だとか地域農業の

システム化ということが注意されてくる背景

にあるだろうと思います。このような地域農

業の組織化、 システム化の重視が、農業の担

い手ということにかかわる2つ 目の変化だっ

たろうと思っております。

農業の担い手像の変化ということに絡んだ

3番 目ですが、もう一点、この間ずっと議論

されてきたことは何かというと、これは皆さ

んの方がご専門なのですけれども、要するに

日本の農業というのは農家を中心にしていろ

いろな問題が考えられているわけですが、そ

の仕組みだけでは農業生産、あるいは農業の

担い手ということが考えられなくなって くる

中で、農事組合法人、農業生産法人というよ

うなものが注目されてくる。農家の延長上と

して、農業生産法人ということが注目されて

くる。これにかかわる変化ということが、3

番目の変化だと思っています。

これは、農地法についていうと、37年の改

正で農業生産法人というものが農地の権利取

得のできるものとして認められ、その農業生

産法人の要件は45年、55年 と緩められていき

ます し、こういう流れとして、今また第3セ

クターの問題だとか、あるいは株式会社の問

題ということが議論されるようになってきて

いるのだと思いますけれども、自立経営から

生産組織、地域農業の組織化、法人化の重視、

こういう3つ の点で農業の担い手ということ

がいろいろに考え られてきたのではないかと
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思っております。

それでは、ちょっとここで休憩させていた

だきます。

(休 憩)

それでは、続けさせていただきます。

今いいましたように、大きくみてみますと

3つ ぐらいの点で、農業の担い手像はそれな

りにいろいろな方向で論議されてきたのでは

ないかと思います。最後にいいました法人と

いうことについていいますと、いうまでもな

く農地法では農地に係わる権利の取得は、農

事組合法人 と合名会社、合資会社、有限会社

まで しか認められておりませんことはご存 じ

のとおりで、要するに、法人問題は農家の延

長線上で考え られてきた。今、第3セ クター

の問題とか株式会社の問題が議論されていま

すけれども、多分株式会社というようなとこ

ろまでくると農家の延長線上で物事を考える

のとは相当違ってくるだろうと思います。農

業の担い手像というのはこういう3つ の面で

考え られたり、展開があったと思っています。

そのように、農業の担い手像についていろ

いろいわれてきた背景というのはどういうこ

となのかということについて、2つ の点で整

理 しておいたのですけれども、第1点 目とし

ていうと、多分自立経営農家というだけでは

問題が考え られないような、そういう必然性

があっただろうと思います。その必然性とい

うのは何かというと、1つ は家族経営という

ことに対する問題です。農村調査を通 して強

く感 じられる農村の変化の一つとして、先ほ

ど農家家族が大きく変わってきたのではない

か と申し上げましたけれども、一言でいって

しまえば、家族の構成員それぞれが非常に自

立化 してきた。農家の息子であるからといっ

て、農家を黙って継ぐということはほとんど

なくなってきた。また、農業はや りたいが家

は養鶏だから家の農業は継がないというよう

なこともあります。つまり、継 ぐとすれば、

何 らかの形で自分が選んで継 ぐというような

側面を強めつつある。また、奥さんだからと

いって、必ず しも無条件に農業をやるとは限

らなくなってきた。自分が職業をもっていれ

ば、その職業を続けるという奥さんも増えつ

つあるという点で、従来のような家族という

ものを前提にして、担い手ということが考え

られなくなってくる側面が強まって来るとい

う点があるのだろうと思います。これはまた

後で触れたいと思うのですけれども、そうい

う点で、自己完結的な家族員の協業に基づく

家族経営みたいなものだけを農業の担い手と

して考えられなくなって くるというような側

面が、当然一つの背景としてあるだろうと思

います。

もう一つは、日本の農業構造。先ほど零細、

分散錯圃というようにいいましたけれども、

そういう日本の農業構造の特質、あるいはそ

の中の生産基盤、生活基盤が村の農家、村の

人々の共同的な努力、あるいはその仕事によ

って担われているという農村の特質について

168



の認識の深まりといいますか、そういうこと

をもっと重視 して担い手の問題を考えていか

なければいけないというような点が、担い手

というものがいろいろに考えられ、模索され

てきて、いろいろなことがいわれてきた背景

のもう一つの問題としてあるだろうと思って

います。これら二つの内容を含んだ点が、担

い手問題が論議されるようになる必然性 とい

うところで整理 しておく第1点 目としてある

だろうと思います。

ただ、第2点 目として、そういうことだけ

ではなくて担い手問題がいろいろ議論されて

いく背景としていうと、自立経営とか中核農

家が思うようには伸びない、考えたようには

伸びないために議論されてきた側面があるだ

ろう。どうして自立経営農家 とか中核農家が

考えたようには伸びなかったのかということ

は相当大 きい問題ですけれども、その点を一

つの視角か ら考えてみたいと思って整理した

のが6ペ ージ目の⑤の表なのです。これは、

注に書いてありますように、必ず しも1960年

と1985年をとれなかった面があるのですけれ

ども、1960年 と1985年について経営の数、あ

るいは1経 営当たりの農用地面積、農用地全

体の面積、穀物自給率、供給熱量自給率とい

うものが、諸外国と日本を比べて、この間ど

のように変化したのだろうかということを簡

単に整理 してみたものです。離農のスピー ド、

つまり経営体数の減少率をみますと、日本は

相対的に緩かった、少なかったということが

一方でいえると思います
。逆に規模拡大のス

ピー ドといったらいいのでしょうか。1経 営

体当たりの農用地面積の増加率も、ほかの先

進資本主義国に比べると緩やかだったと思い

ます。例えば、離農率として経営体数の変化

をみますと、1960年 を1と して85年 は、 フラ

ンスは0.55ですし、 ドイツは0.5、 イギリス

は0.55、 アメリカは0.63に 対 して、 日本は

0.72と いう形で、日本の経営体の減少率はほ

かに比べて低かったということがいえるので

はないかと思います。この離農率の低さを規

定 したものは何だったのだろうかということ

なのですけれども、これ自身、明 らかにしよ

うと思えば相当大変な検討が必要なのだと思

いますが、私は一応、大きく考え られる点と

して3つ の点を挙げてみました。

1つ は、家族制度の違いというものも相当

大きいのではないかという点です。例えば、

農家についていうと、日本ではよほどのこと

がない限り長男が家を継いでいく。老齢者世

帯、夫婦世帯がふえているということは十分

承知していますけれども、しかし直系家族と

して農家が再生産されていくのが基本的なあ

り方だと思うのです。そこには載せていない

のですけれども、日本とアメリカの一つの例

として高齢者の家族形態を見ますと、例えば

65歳以上をとってみますと、日本はいうまで

もなく、子と同居の世帯が圧倒的に多いので

す。しか しながら、アメリカの家族をとって

みますと、65歳以上をみても夫婦のみの世帯
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が基本的であって、70歳以上になると単独世

帯が増えるのです。つまり、歳をとってどち

らかが亡くなり1人 になっても子と同居せず

1人 で住んでいくという家族制度の国と、日

本のように直系家族を基本的形態としている

ところとでは、離農率を考えても相当差が出

るだろうという点で、家族制度のあり方 とい

うのは一つ規定 している要因ではないか。日

本の場合には、中山間地では高齢者世帯がふ

えているということ、直系家族として家を継

いだとしても農業を継がなくなってきている

傾向がふえていることは承知していますけれ

ども、それであっても直系家族として家が再

生産されているというか、あり方として直系

家族が基本であるというのは、農地を、ある

いは農業をその家が維持 していく作用として

は多分強いだろうと思います。そういう点で、

それを第1点 目の要因として挙げることがで

きるのではないだろうかと思います。

もう一点目は、やはり農業をやめて外に働

きに行ったときの雇用条件という問題がある

だろう。私が農村調査を しても、やはり公務

員など労働条件が安定していて、相対的に賃

金の高い農家か ら農地を預けたりするのが基

本的な流れだったのではないだろうかと思い

ます。最近、広島の芸北町役場の方の話を聞

いたところ、ああいうところで も、集落によ

っては相当高い流動化が起きているところが

ある。そこは、そういう安定的な職業につい

ている人が多い集落であるのが特徴なんだと

いうことをお話ししていましたけれども、そ

ういう点で、農外の雇用条件がどういうもの

であったのか、開けた雇用条件がどういうも

のであったのかということが、離農のスピー

ドを一定程度規定しただろうと思います。

-般 的にいえば、日本の賃金構造は極めて

格差が大きくて、大規模な企業か ら下請とい

う零細な企業にいくに従って、賃金あるいは

労働条件が悪くなっていくことが日本の特徴

なのだとよくいわれているわけです。外国な

どにも中小企業はあるけれども、中小企業が

中小企業としてのメリットを生かせるような

ところに存在 しているというのに比べて、日

本の中小、零細企業は大企業の下請構造の大

きなピラミッドの中にある。そういう中小、

零細企業が主に農村地域に出てきているとい

うこととも関係すると思いますけれども、そ

の点が2つ 目の離農率の低さを規定 したので

はないかと思います。

もう一方で、先ほどいいましたように、村

といういうものはいろいろな共同の仕組みの

中で農業生産が維持 されたり、さらには生活

が維持されている。それは、農業をやってい

るということが一つの条件としてあって、そ

の中でそういう仕組みが維持されているとす

れば、そこの一員である農家の人が農業か ら

足を洗うのは相当勇気の要ることでもあると

いう日本の農村のもっている仕組みというこ

とも、やはり離農率のスピー ドをある程度規

定しただろうと思います。そういう点で、土
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地は貸 してもいいけれども、農協の組合員の

資格がなくなっていくのはさびしいとか、い

ろいろなものがあるわけで、そのようなもの

が離農率のスピー ドにある程度影響 してきた

だろうと思います。

ここでは、1経 営体当たりの農用地面積を

とってみたのですけれども、日本は、ほかの

国に比べればこの増加のスピー ドも低かった

ということがみていただければわかると思い

ます。では、上向化のスピー ドを規定した要

因としてどのようなことが考えられるのだろ

うかということなのですけれども、私は一つ

の要因として、この間の農業の置かれた経済

環境が大 きかったのではないかと思います。

そういう点で、そこにヨ―ロッパの国、ある

いはアメリカの耕地面積と農用地面積の60年

と85年の状況と自給率の数字を挙げておいた

のですけれども、この間、日本と比べて、例

えばアメリカは耕地面積をふやしている。農

用地面積 も0.98でほとんど変化がない。フラ

ンスでも0.9と0.88と いうような形で、まず

農用地面積そのものが、日本に比べれば減少

はしていない。日本の場合には、農用地面積

でみて0.77、耕地でみて0.79と なっています

けれども、もう一方で穀物の自給率、あるい

は供給熱量の自給率をとっても、ほかの国々

は大体上昇させている。それに対 して日本は、

一番最初にみていただきましたように
、減少

させているという状況なのです。つまり、 日

本の場合には耕地が減 り、自給率が下がって

いく。農業生産そのものは若干伸びてはいる

のですけれども、そういう状況の中で規模拡

大とか構造政策を進めなければいけなかった

というのに対 して-い って しまうと、日本

の場合には構造政策 と農業生産の拡大、ある

いはもうちょっと短絡 していえば、農業保護

政策が極めて相反するものとしてとらえられ

ていたのに対 して、ヨーロッパの国々の構造

政策、あるいは今いった規模の拡大というも

のは、基本的にいうと耕地面積は減っていま

すけれども、その減 り方は余り顕著ではない

し、もう一方で、自給率みたいなものは、上

昇させていく中で構造政策がとられていった

ということの違いです。

私は、もう一方でイギリスの戦後の農業政

策も少 しみているのですけれども、確かに日

本と同じように、ある時期から農業生産の無

条件的な拡大から生産性を重視した農業生産

の拡大に変わってきて、それだけみていると

日本の農業政策の歩みと非常に似ているので

すけれども、決して農業保護政策、農業生産

の拡大とか農業保護をやめたり弱めたりしな

が ら構造政策がとられていくのではないとい

う点が、日本と相当構造政策の位置づけが違

うのではないかという気がするのです。日本

の場合には、農業生産の拡大とか農業保護の

政策が弱められるなかで構造政策が追求され

るという点で、やはりそれだけ難 しい面があ

っただろうと思います。

経済一般の理論でいうと、不況だとか恐慌
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の中でそれを乗り越えるべ く、そこから新 し

い生産技術が生まれてきて、その生産技術を

不況なり恐慌の中で取り入れた企業が伸びて

新たな生産構造が作 り出されるといわれます

けれども、農業の場合には、日本のこれまで

の実態を見ていますと、この一般法則はあて

はまらないようで、むしろ農業をめぐる経済

環境の良かった時に規模拡大の動きも顕著だ

ったと思います。つまり、今簡単な推移でみ

たように農業生産の拡大がそれほど顕著では

な くて、む しろ輸入がどんどん増えてくる、

農地面積も減 っていく中で、上向化とか規模

拡大をしなければいけなかったということは、

相当難しかったのだろうと思っているのです。

その点が欧米 との違い、つまり上向化のスピ

ー ドを規定した一つの違いだった。日本の場

合には、農業をめぐる相当厳 しい経済環境に

あった。そのような点が、まず第1番 目の問

題 としてあったのだろうと思います。

第2番 目の要因としては、そういう形で農

業が非常に厳 しい環境に置かれる中で、上向

化とか規模拡大ということを考えなければい

けなかった。農産物の輸入が相当顕著に行わ

れて、自給率が下がっていって、経済採算に

合 うものとしてつ くれるものがどんどん減っ

て くる。その中で、単作化せざるを得なくな

ってくる。稲作農家であれば、麦を捨てて稲

作に特化せざるを得ないというような単作化。

さっきいったような状況の中で、単作化せざ

るを得なくなってきたということ、つまり面

積が同じでも経営規模としては縮小せざるを

えない環境にあったことも、上向化のスピー

ドを規定した第2の 要因としてあるのだろう

と、考えています。

第3番 目は、分散錯圃ということを挙げて

おいたのですけれども、ヨーロッパの国々で

も、例えば ドイツとかフランスについていう

と、分散錯圃というのは日本 と同じような問

題を抱えている。アメリカとかイギ リスにっ

いていうと、こういう問題は余りないと思う

のですけれども、 ドイツとかフランスは同じ

ような問題を抱えているので、ヨーロッパと

日本の対比ということで挙げるのが適当かど

うかはわか らないのですけれども、少なくと

もそうでない国に比べれば、分散錯圃の農業

構造をもっているということは、上向化のス

ピー ド、規模拡大のスピー ドにある程度影響

を与えただろうと思っています。

そういう点で、担い手像がいろいろ模索さ

れてきた背景が2つ あって、1つ は自立経営

農家、中核農家が思うように伸びない。思う

ように伸びないという背景に幾つかの要因を

上げたのですけれども、やはり私はこの間の

農業の置かれていた日本における厳しさがあ

ったのだろうと思います。それと同時に、1

番目に書いたような問題として、経済状況を

除いても担い手問題が論議されなければいけ

ないような要因という-農 家の家族形態の

変化 とかいろいろありますけれども 一 この

2つ の点を押さえておく必要があるのではな
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いか。今後の担い手ということを考えていく

ときに、一方では家族の変化ということだけ

に重点を置いて考えたり、あるいは農業経営

の厳 しさ、それをもたらしている農業政策の

在 り方のみに重点を置いて考えたりしがちに

なることがあるのですけれども、この2つ の

要因があったということを押さえてお く必要

があるのではないかと思っています。

そのような中で、農業の担い手ということ

がいろいろ考えられてきて、大きな方向は、

法人とか農家以外の事業体がすごく注目され

てきているのですけれども、家族経営がだめ

だといわれている状況の中でそういう事業体

がどのくらい伸びたのかということを③のと

ころで簡単に押 さえてみました。

一方、7ペ-ジ の⑥は農水省の資料なので

すけれども、 「農家以外の農業事業体のシェ

アの推移」というところで、事業体数の割合

とそれの経営耕地面積の割合をみていますが、

耕地面積でも昭和55年 と比べても余り大きな

変化はなく、昭和55年が1.7%、 平成2年 が

1-8%と いうような状況になっています。 レ

ジュメに書いておきましたように、この間、

販売目的の事業体の数をみますと、む しろ55

年の8,092に 対 して7,473と 減っています。

昭和40年か ら平成2年 までの農業生産法人を

みますと、確かに総数は増えてきています。

しか しなが ら、土地利用型のものをとってみ

ますと、米麦作の農業生産法人は昭和40年の

242か ら平成2年 の558と 増えているのです

けれども、昭和45年を境にして、む しろこれ

も減少傾向なのです。242、806、558と い

うように減ってきている。全体の農業生産法

人の中に占める米麦作の農業生産法人は、昭

和40年の段階で18.7%で したけれども、平成

2年 は14.6%と いう形で割合 として も減って

きている。果樹作の農業生産法人も、同じよ

うに45年からは減ってきている。そこに書い

てありますように、昭和40年 に比べればふえ

ているのですけれども、45年か らは減少して

きているのです。

そういう点で、先ほど2つ の点をみなけれ

ばいけないといったのですけれども、要する

に家族経営がなかなか育たない。むしろ崩壊

してきている、衰退化 してきているという状

況は、もう一方で、それだから農業生産法人

といっても、やはり法人 も同 じように困難を

抱えているということをここでみておきたか

った。家族経営だけが今後の農業の担い手で

はないことは当然ですが、 しかし家族経営自

身が伸びるような環境になければ、法人経営

みたいなものも十分に伸びることはできない

ということを示 しているだろうと思っていま

す。そういう点で、担い手がいろいろ議論さ

れる中で、大きな流れは家族経営だけではと

いうことで、法人経営が重視される、人によ

っては、もう家族経営はだめだといわれます

けれども、家族経営の多 くが困難を抱える状

況では農業事業体だとか農業生産法人 という

もの自身も、そんなに順調な成長を遂げられ
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る保証は何もないのではないかと私は考えて

おります。

大きい4番 目に、そういう中で農業の担い

手論としてどのようなことが議論されてきて

いるのだろうかということを4「 農業の担い

手論」というところで幾つか書いておきまし

た。

農業経営の形態、つまり個別経営の形態と

いうのは、大きくいうと二つ、個人経営、つ

まり家族経営 と共同経営 ・法人経営、これも

組合型、会社型という違いがあると思います

が、の二つに別れます。一つの問題はこの二

つの経営形態のどちらに重点を置いて将来の

担い手を考えるか、あるいは両者の関係をど

う考えたらいいかということだと思います。

家族経営 というのは当然いくつかの点で強

さとか利点を持 っていると思います。例えば

家族経営は、地代とか利潤、あるいは労賃を

含めて混合所得 として一定水準の所得が確保

できればいい。 もちろんレジメで括弧 してお

いたのは本来的に言えば望ましいことではな

い、それぞれの部分が自立して十分に採算が

とれていくことが必要なのだと思いますので

括弧しておいたのですが。また事実、家族経

営でも農業専業的な経営では借地が増えてい

ますし農業投資額 も大きくなつてきています

か ら、これまでのように混合所得でいいとい

う条件も狭まってきていますが、それでも法

人経営に比べればこの特徴を持っていると思

います。また、これはこれからの若い人達が

農業を継 ぐという時の一つのネックになるこ

とではあるのですが、労働時間や休日につい

て柔軟性を持っている。 これが生物を相手に

し、天候に左右される農業においては有利性

を発揮 しえるということもあると思います。

それか ら家族経営ですから子供に対す る教育

的機能を持っている。子供に農作業を手伝わ

す、 これも以前に比べると少な くなっている

のでしょうが、親が圃場で働いているところ

を見て育つなどは、やはり自然に後継者教育

になっているのではないで しょうか。地域と

の結び付き、その地域を基礎にして農業、農

村が維持されているということを考えるとこ

の点でも家族経営の重要さはあると思います。

もう一方で、最初から幾つかいってきまし

たように、家族経営は、家族がその内容を変

化させてくる中で幾つかの問題点というもの

ももつようになってきていると思います。1

つは、基幹労働力が事故だとか病気になった

ときに、即その経営が成 り立たなくなって く

る。特に、これほど担い手力沙 なくなってき

ますと、そういう形の家族経営が地域の農業

の数少ない担い手になったときに、そういう

農家に地域全体の農業生産を託すことは相当

危険というのですか、ある意味でいうと、そ

ういう点もあるだろう。経営主が病気になっ

たり、事故になつたときに、即その経営が成

り立たなくなるというような危うさをもつた

経営に、地域農業の担い手 として地域農業を

託すことの危うさというようなことも当然あ
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るだろうと思います。

何度かいってきましたように、子供たちは

自分の家が農業をやっているか らといって、

必ず しも農業を継がなくなってきている。農

業はしたいがオヤジの下で働 くのはいやだと

か、家でやっている養鶏はいやだ、稲作はい

やだというような考えも強くなってくるでし

ょう。農業以外の機会 も多 くなってきている

中では、農業経営がその家族の中で継承され、

再生産されていく確立は少なくなってきてい

るだろうということもあるかと思います。今

いったことは単に子供だけではなくて、夫婦

の関係としても職業選択の自由みたいなもの

はこれから広がってくるのではないかと思い

ます。

もう一方で、子供の数は減 ってきているわ

けですから、子供が多ければその中で1人 ぐ

らいは農業を継ぐ人が出て くる確率も高かっ

たと思いますけれども、子供が少なくなって

くればその確率も少なくなる。あるいは、農

村も都会と同じように長男、長女という時代

になってくれば、家の中で今までの経営が再

生産されていく確率は少な くなって くるだろ

うというような問題が、家族の性格の変化の

中で出てくる側面があるだろうと思います。

また、労働時間とか休日を家族経営の場合は

内か らしっかりと規範化していく力を持って

いないというような点も、これからは大きな

制約になるだろうと思います。家族経営の場

合には、後継者の問題が即農業経営の投資だ

とか経営行動を左右する。例えば、子供が も

う見込みがないということになると、経営主

が例えば55歳位になったときぐらいから次の

ことはなるべ く考えないで現状維持でいくと

いうような形で、相当早い時期か ら後継者の

あり方がその経営のあり方を規定するという

ようなことも、今みたいに変化の激しい時期、

あるいはその変化に応 じてある程度投資みた

いなものを考えていかなければいけないよう

な時代の農業にとっていうと、やはり家族経

営の問題点としてあるのではないかと思って

います。と同時に、括弧で投資の非効率性と

か、協業の困難性というようなこともつけ加

えておいたのですけれども、そんなもの も家

族経営のもっている問題点としてあるのでは

ないだろうかと思っています。

他方で法人経営は、それが各地で見られる

ようになってくる必然性を持っていると思い

ます。専業経営としてやっていくための投資

規模が大きくなってきていることや、農家一

戸の農業従事者の減少によって共同化しなけ

れば、協業の編成が困難になってきているこ

となどが背景にあると思います。こういう内

的な要因だけでなく、共同経営には補助事業

が付きやすいという政策がらみの要因も働い

ていることは事実ですが。そしてこれらの法

人経営は、経理の確立、あるいは労働時間や

休日をきちんと決めるようになってきている

点などにおいて、つまり経営の近代化という

点で、家族経営 も大いに取り入れなければな
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らない事柄を、農業の部門で実現 してきてい

ると思います。

他方で問題点 も抱えています。構成員が引

退する時、その後継者が組織に入 ってこない

ような場合、組織として形成されていた資産

をどのように扱っていくのか。つまり、自分

が構成員 としてその形成に寄与 してきた資産

を、自分の息子が構成員を継がなかったとき

にどのように したらいいのだろうかという問

題だとか-そ のために、組合として資産は

っくらないということを決めているところも

ありますけれども-雇 用者は当然雇うけれ

ども、その雇用者を構成員にするときに、組

合が蓄積 してきた資産との関係でスムーズに

いかない問題があるというように、今のとこ

ろ、経営の継承 というときに幾つかの問題点

を抱えているように思います。

さらに企業化が進み、大規模化 した会社型

の経営というものについていうと、地域との

関係をどう考えていくかということが大きい

問題点として出てくるのではないかと思って

います。繰り返 しになってしまいますけれど

も、つまり農村社会、あるいは農業生産が地

域を基盤にして維持されているときに、会社

型の経営がそういう仕組みとどのように調和

していくのかというような地域との問題が会

社型の経営の場合にはあるだろうと思ってい

ます。そういう幾つかの利点だとか問題点を

はらみながら、農業の担い手として家族経営

を中心とした個人経営を考えていくのか、あ

るいは組合型、会社型の法人経営を考えてい

くのかというような問題が担い手論としてあ

るだろうというのが第1点 目です。

第2点 目は、担い手論、あるいは担い手を

考えていくときに、個別経営と生産組織の関

係が議論として出てくるだろうと思います。

現在、問題になっている点としていうと2つ

ぐらいあって、先ほど日本の現実を踏まえた

ときに、自立経営農家とか中核農家あるいは

法人経営のような個別経営だけではな くて協

業的な生産組織が相当重視されるようになっ

てきたということをいいましたけれども、い

ろいろなところで機械の共同利用等々の生産

組織がつくられてきた。兼業農家がずっとふ

えたにもかかわらず、この組織のおかげで農

業生産が維持されてきたという側面があるわ

けですけれども、そういう生産組織.-っ ま

り個別農家の補完組織 として、それの存在が

地域の農業生産を支えてきた、そういう生産

組織というものが、運営上、相当困難を抱え

てきているというのが、今各地でみられてい

るような状況にあるのではないかと思います。

例えば、ことしの夏に幾つか行ったところで

は、今まで兼業農家の労働力を集めて何 とか

運営してきたけれども、もうそれは無理なの

で、オペレータ―を土建屋さんに頼もうかと

いっている地域もありましたし、逆にたがを

締め直して、兼業農家の息子たちにオペレー

ターとしてもう一度きちんとやらせようとい

うようなことをいっていた地域 もありまして、
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今まで兼業しながらも何 とか維持してきた生

産組織が、なかなか維持されがたくなってき

たという問題が各地で出てきているのではな

いかと思います。

こういう生産組織を通 じて中核的な農家が

育ってくるというような地域 もありましたが、

他方でこういう生産組織があって兼業化が進

んできた、兼業化が進みながら、こういう生

産組織によって農業生産が維持されてきた、

その兼業化が行き着 くところまでいってしま

って、生産組織そのもの も維持されがたくな

ってきて、どうしようかと相当多 くの地域が

悩んできているのが今の事態なのではないか

と思っています。そういう点で、生産組織 と

担い手をどのように考えていくかということ

が、各地域で相当大きい問題になっていると

いうのが生産組織に関する一つ目です。

二つ目は、そういう中で特に中山間地を中

心にして、農業サービス事業体とか第三セク

ターが議論されるようになってきているわけ

です。担い手はいない、もう一方で耕作放棄

地が出てきているという状況の中で、担い手

として個別の経営など当面は考え られない、

農業サービス事業体 とか、あるいは第三セク

ターというような農地 ・農業を維持管理する

という公的な性格を持ったものを何とか考え

ざるをえない地域が増えているのだと思いま

す。

そういうときに、後でいいますけれども、

そこで考えられている農業サービス事業体と

か第三セクターというのを、どういう位置づ

けのもとで考えるかということが、一つの議

論だろう。これを農業生産の維持とか、農地

の管理というものの役割を果たしなが ら、個

別経営の成長を援助する、つまり、そういう

点でいうと、個別経営が育っていくまでの過

渡的な受け手、農地を受け、維持 してまとめ

て、農業の担い手に渡していくというような

位置づけで考えるのか、第三セクタ―とか、

そういうものそのものを農業の担い手と考え

ていくのかというようなことは、相当議論の

あるところだと思います。このような二つの

問題があるように思いますが、これらが個別

経営と生産組織の関係をどのように考えて行

くとかという今後の担い手論に係わる第2点

目の問題ではないかと思います。

第3点 目の議論としていうと、日本の場合

には、日本の農業構造の特質からして、土地

利用の調整の組織とか土地利用の調整システ

ムというのは、やはり農業の担い手がどんな

ものであっても不可欠だろうと考えています。

この問題は、今までいろいろなやり方で何 と

か工夫がなされてきていた。例えば、大規模

農家同士の借地の交換分合とか、借地すると

きに、一応自分の受け持ちの地域をお互いに

協定して決めて、何 とか作業の連担性を確保

するというような努力を幾つかやってきた。

あるいは、集落が間に入 って調節する。集落

の強いところでは 一 担い手が少な くなって、

少なくなった担い手に何 とかやってもらわな
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くてはいけないようなところでは、集落の農

業を維持するために、集落が、土地利用の調

整システムとして相当働いてきたと思います。

しか しなが ら、それをさらに超えつつあって、

農業、農村に農村調査というのをやったとき

から、考える素材として、私は安城市に何度

か行かせてもらっているのですけれども、安

城市なんかでも、もう少 し組織的な形で集落

全体の農地を一括 して利用権の設定を して、

それをより効率的に利用できるように利用は

再分配する、つまり、所有権 と利用権を相当

大きな範囲で組織的に切 り離すということを

模索し始めています。

これは、合理化協会の集合化事業でも、幾

つかの地域で取り組まれ始めていると聞いて

おりますけれども、そういう点で、作業の効

率性、 もう一つは、後でいいますように、土

地の利用のあり方 として、今後は、環境保全

だとかいろいろなことがいわれてくると、田

畑輪換だとか、いろいろなことが考えられて

こなくてはいけない。そういう効率性と、で

きるだけ環境保全だとか、農薬を少なくとか、

肥料を少なくというような要請を組合わせて

いくと、やはり土地利用の調整ということを

相当真剣に考えていかざるを得なくなるのだ

ろうと思っているのです。そういう点で、い

かに農場制的な土地利用をや りなが ら、農地

の輪作というようなことも含めた合理的な土

地利用をどうやって実現 していくかという点

で、土地利用の調整システムとか組織をどの

ように考えていくかというのは、担い手のあ

り方と絡まって、3番 目に大きい議論のある

ところだろうと思っています。

4番 目に、農業の担い手ということを考え

たときに、相当地域性が出てきている。地域

の特徴に即 して考えていかなければいけなく

なって きているという点も、第4番 目の特徴

としてあるだろうと思っています。

そういう幾つかの担い手をめ ぐる議論を踏

まえて、担い手論、あるいは担い手の育成と

いうことを考えたときに、どんな枠組みで考

えなければいけないかということを、私はそ

こに3点 書いておきました。 レジュメでいう

と、5「 担い手を考える枠組み」というとこ

ろで、具体的にこうだという担い手像をずば

りいうことはできませんけれども、少なくと

もこういう枠組みの中で担い手問題を考えな

ければいけないだろうということを、当たり

前のことで申しわけないのですが、3点 書い

ておきました。

こういう担い手がだめだからこういう担い

手を考えようというような、担い手論のひと

り歩きは問題だろうという点が第1点 なので

す。要するに、今までの担い手がだめなのだ

という要因をきちっと分析することが必要で

あろうということですけれども、今までそう

いう形で、従来の担い手がだめだということ

の中には、相当程度、農業の環境が困難であ

ったという要因が大きかったのではないだろ

うかということなのです。そういうこととの
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関係で、担い手論だけがひとり歩きするのは

問題ではないかという点が第1点 目なのです。

現状を前提とすれば、家族経営がもうだめだ

ということがすごく大きく浮かび上がってこ

ざるをえない し、そういう意見が強いように

思います。将来的な見通しとしても、従来の

ような家族経営ではもう担い手は考えられな

いということに多分なるでしょうし、例えば

農水省でやったアンケー ト調査などをみせて

いただいても、そのように答える市町村の担

当者が多いと思います。

しかしなが ら、1つ は、7ペ ージの⑦に、

労働力の保有状態別耕地の保有状況 というの

を挙げておいたのですけれども、これをその

ように読んでいいかどうかということはいろ

いろ議論のあるところだと思いますが、全国

一律の数字で も、男子専従者がいるところに

どの ぐらいの農地面積があるかとい うと、

46.8%な のです。60歳 未満をとってみると

33.1%で すけれども、減ってきているのです

が現時点をとってみればそう少ない数字では

ない。これは全国一律の数字ですから、例え

ば中四国の山間地へ行 ってみると、この数字

はもつと小さいでしょうね。だけど、例えば

東北地方をとつてみれば、この数字は相当大

きい数字になるのではないかと思うのです。

そういう点で、相当地域的な差があって、そ

のことを前提にすると 一 後でちょっと限定

をつけたいと思うのですけれども-簡 単に

家族経営がだめだというようにはいえないの

ではないか。実態 としても、それが相当の部

分を耕地面積 として占めている。地域別な数

字は、センサスの概要でわからないので全国

一律の数字 しかないのですけれども、地域的

にこれをみれば、相当厚いところもあるはず

だと思います。そういう点で、次には 「家族

的経営」というように 「的」をつけておいた

のですけれども、従来の家族経営とは、家族

のあり方が変化 していますか ら、相当違う面

があるだろう。つまり、家の農業だから農業

を継 ぐというのではな くて、後継者がみずか

らの選択で選んで くるというような意味での

家族的な経営であってほしい。それからまた、

家族的な経営であっても、そうなつてくると

家には1人 しか農業従事者がいないというこ

とにもなりかねないですから、そういう点で、

補完 し合 うような組織というものが必要な家

族的経営かもしれない。できれば、休 日とか

労働時間も社会的な水準であってほしい。そ

ういう点で、従来とは性格が相当違ってくる

としても、つまり近代的家族によって営まれ

る近代的な経営 としての家族経営 とでも表現

するような家族的な経営がある程度育たない

環境のもとでは、ほかの形態の経営というも

のも多分育たないだろう。そういう一定の家

族的な経営が育つ中で、その家族的な経営の

限界を感じた中か ら、多分、その次の担い手

のあり方が出てくるので、そういう条件があ

るのかないのかが大事な点で、担い手論のひ

とり歩きというのはどうかと感 じている点が
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1点 目です。

そのことはいいかえると、従来の家族経営

が極めて困難であって、その将来にいろいろ

な人たちが展望を失ってきているということ

の大きな要因 として経済環境ということがあ

るわけです。そういう点で農業をめぐる経済

環境を変えることがなければ、担い手論だけ

を幾 ら変えて、担い手をどのように描いてみ

ても、これは難しい。今までの担い手論の変

化ということを追ってみると、そういう側面

があるだろうと思います。そういう点で、地

域の条件に合った多様な担い手、そういうも

のが内発的に育ってくるようなバランスのと

れた経済構造 とか、土地全体についての土地

利用計画 ・規制、あるいは価格政策というよ

うなものが考え られなければ、まずいけない

だろうと考えている点が第1点 です。この点

との係わりで、ウルグアイラウンドは相当大

きい問題なのだろうと考えております。その

意味でここで担い手論についての二つ目の論

点に入る前に、横道にそれますがウルグアイ

ラウンドの農業交渉について簡単に触れてお

きたいと思います。

そこに、ウルグアイラウンドをどうみるか

ということで3点 ほど簡単に書いておいたの

ですけれども、まず世界の食糧の自給状況は、

大きくみるとそう楽観できないのではないか

というのが一つ目です。それはどうしてかと

いいますと、世界人口の将来予測というのを

国連でやっているのですけれども、新 しい年

次の推計ほど、人口の将来予測が相当大きく

なっているのです。例えば1986年の推計だと、

2000年に61億2,000万 人という予測が出され

ているのですけれども、90年の国連の予測だ

と、2000年に62億6,000万 人という形で、推

計が変わるたびに人口予測はふえているとい

うことなのです。

もう一方で、そういう形で伸びてきた人口

を、どういう食糧生産で賄 ってきたのか。⑦

にグラフを出しておきましたように、基本的

にいうと、世界の人ロー人当たりの耕地面積

は減ってきている。それを非常に単純にいう

と、品種改良 とかの技術の革新でカバーして

きた。それと同時に非常に大きい要因だった

のは、化学肥料の増投です。世界的な食糧の

配分状況についていうと、当然のことながら

相当アンバランスがあるわけですけれども、

そういう形で食糧生産は進んできた。耕地面

積が減りなが ら、化学肥料等々を中心にした

農業の生産技術の革新によって、農業生産を

担ってきたというのが実情だった。農水省が

出されているいろいろな資料をみましても、

耕地面積というのは、今後 も多分ふえていく

ということはなくて、1人 当たりの耕地面積

は減っていく、気象条件も相当変動が大きく

なってくるであろうと考えられるわけです。

もう一方で、後でみますように、こういう

肥料を増投 してくるような農業のあり方は、

環境の問題として反省を迫 られてきている。

今まで農業は、最も環境に優 しい産業だとい
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われていたけれども、そうではな くて、近代

農業は環境破壊の産業なんだということが言

われ始めていて、従来のような農業のあり方、

農業技術のあり方が反省を迫られてきて、世

界の農業政策も、少しずつそれにこたえる方

向にかじを切り始めている状況にあるという

ことを考えると、世界の食糧需給状況という

のも、楽観することはできないだろうという

点が第1点 目です。

もう一つ、ウルグアイラウンドみたいなガ

ットの動きをみるときに、今、推 し進められ

ている、農業も例外なく自由貿易のもとで考

えようというのは、アグリビジネ(農業 関

連産業)の 成長と無関係ではないだろうとい

う点が第2点 目の問題です。

日本をとってみても、食品産業の成長は著

しいものがあって、例えば、私たちが食料品

に支払 う最終消費支出をみますと、生鮮食料

品に対する支出の割合は、昭和35年では41%

ぐらいありましたけれども、昭和62年 になる

と、わずか24%な のです。逆に、加工食品だ

とか外食という形で食料品に支出している国

民の消費支出の割合は、今いった逆ですから、

59%か ら76%ぐ らいにふえている。これは、

平成元年度の農業白書でも相当分析されてい

ま したけれども、よくいわれますように、輸

入の農産物とか食料品は、加工食品だとか外

食産業にいく部分が非常に大きいのです。そ

ういう点で、日本をとってみても、アグリビ

ジネスの成長と輸入の増大ということは相当

結びついている。 日本の食品産業の海外への

投資も、相当顕著に大 きくなってきていると

いうことがいえると思うのです。

今、日本についていいましたけれども、そ

ういう点でいうと、アメリカが最も大きな、

あるいはたくさんのアグリビジネスがあると

ころです。少 し古い数字ですが、例えば世界

の食料品会社、1位 から50位までをとってみ

ますと、アメリカの会社は33社ある。100位

までとつてみますと、100社 のうち、56社は

アメリカ企業である。そういう点でいっても、

アメリカの中でのアグリビジネスの占める大

きさというのはいえると思 うのです。よく、

ウルグアイラウンドに向けての最初のアメリ

カの案は、カーギルという会社の重役が起草

したといわれています し、中間見直しのモン

トリオ-ル の会議での農業グル―プのアメリ

カの代表 もカーギルの重役だったといわれて

います。そういう点で、自由貿易のもとに農

業というものも例外なく取り込んでいくとい

うことは、こういうアグリビジネスの成長と

無関係ではない。むしろ、それの要因がすご

く大きいだろう。そういう点で、日本だけで

はなくて外国の農業者も-ブ リュッセルで

何万人かのデモがありましたけれども、そう

いうときのスロ―ガンや主張をみますと、や

はりガットというのは、多国籍企業の利益に

なるだけだということが書かれていますが、

これは相当本質を突いているであろうと思っ

ています。そういう点が、ガットをみるとき

181



に2つ 目に考えなければいけないことではな

いかと思っているのです。

3番 目は、ガットについての新聞報道など

をみています と、日本と韓国の主張はなかな

か受け入れられないということになっている

ようですけれども、日本の今抱えている問題

点というのは、ある意味でいうと、アジアの

国々が今後抱える問題点であろうと思ってい

るわけです。ガットの仕組みというのは、I

MFの8条 国に移行する、つまり、その国の

外貨状況に一定のコントロールを しなくて済

む、外貨割り当て等々のことをしなくて済む

国であるという、IMFの8条 国に移行 した

国は、ガットの規程においても、基本的に輸

入制限はできませんよという仕組みになって

いるわけです。そういう点でいうと、アジア

の国々がこれから経済成長を遂げていくと、

アジアの国々の農業というのは、多分、日本

の抱えてきている問題と同じような問題を抱

えることになるだろうと思うのです。

しか しなが ら、アジアの農業というのは、

規模の点についてみてもヨーロッパの農業と

相当違うだろう。そういう違いは、ガットの

原則である関税だけで問題を処理できるよう

な違いではないと思 うのです。ヨーロッパと

アメリカの違いというのも、ECの 国々は家

族農業が主体であって、アメリカの国とは違

うのだといっていますが、日本の農業構造か

らみると、まだECと アメリカの農業の違い

というのは、質的な違いというよりも、量的

な違いで処理できそうな気が しないでもない。

しかし、日本とそういう国々との農業構造の

差というのは、関税というような量的な仕組

みの中で処理できるような違いなのかどうか

ということは相当問題があるだろうと思いま

す。

91年8月 の村づ くり国際フォーラムという

ところで、韓国の農村経済研究所の副委員長

が発言 した言葉がここにありますけれども、

そこでもやはり、現在、ウルグアイラウン ド

で問題にされている米の問題というのは、モ

ンスーン農村アジアの観点か らすれば、米作

の将来の姿だとか、引き続いて起こってくる

であろう農村の構造を決定するような大きな

問題であるということがいわれています。米

中心のモンス―ン農村アジアの活性化を考え

ていったときに、今のガットの問題というの

が大きい問題なのだということがいわれてい

ますけれども、やはりそういう問題として、

ガットの問題をもう一つ考えていく必要もあ

るのではないかと考えております。

ガットに関連 して、それ以外にも幾つか考

えてみなければいけない問題があるように思

います。今日、配られた資料の中にあるかど

うかわかりませんけれども、今、日本が外国

から輸入 している農産物というのはどのぐら

い海外の農地を使 っているかということを、

今回、農水省で試算された資料では、1,200

万ヘクタールぐらい、コーヒーだとか紅茶を

入れると大体1,300万 ヘクタール使っている
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といいます。つまり、日本が輸入している農

産物というのは海外の農地を現在の日本の農

地全体の2.6倍 ぐらいを使っている。一方で、

飢えに苦しんでいる国もあるわけですから、

そういうものとの関係でこれをどう考えたら

いいかという問題もあります。環境保全 との

関係でいうと-後 でちょっと触れたいと思

いますけれども-例 えば、えさとして外か

らどんどん輸入 してきて、その窒素分が日本

の中にたまっていくけれども、それを飼料作

物を通 して吸い上げるような構造になってい

ないということを考えると、どんどん窒素分

が日本に溜まっていく、逆にアメリカは流出

する分を補 うべ く多量の肥料が使われるとい

うような問題もあります。

そういういろいろな観点から、やはりウル

グアイラウンドの問題というのは、さっきい

った農業をめ ぐる経済環境ということを考え

る点で相当大きい問題だという点を1つ 述べ

ておきたいと思ったわけです。それが、担い

手論を考えるということの一つの枠組みとし

てお話 ししておきたかったことです。

2つ 目に、担い手論の枠組みというように

考えたときに、やはり日本の農業生産にとっ

て望ましい生産力の発展というのはどういう

方向なのかということをはっきりさせる必要

があるだろう。そういうものと結びついた担

い手の育成ということが不可欠だろうと2つ

目に思います。今後の日本の農業生産はどう

いう方向を目指すべきなのかということをい

いますと、非常に抽象的で申しわけないので

すけれども、1つ は高生産性 ということはあ

るだろう。同時に、やはり環境の保全とか生

態系の維持 というような方向もあわせて、今

後の農業生産の発展方向として考えていかな

ければいけない問題だろうと思います。

この環境保護的な視点は世界的に強まりつ

つあって、よく最近、サステイナブルという

ことがいわれています。ことしの夏に日本で

初めて、世界の農業経済学者会議、農業経済

学者の国際シンポジウムが行われたのですけ

れども、そこでも共通のテーマは、このサス

テイナブル ・アグリカルチャ― ・デベロプメ

ントというもので した。これは、さっきもい

いましたように、集約的な農業の展開という

ものが、確かに農業生産を発展させてきたけ

れども、それが環境の破壊ということに結果

して くる側面が目立って くる中で、環境保護

的な視点が相当強調されるようになってきて

いるわけです。

しかしなが ら、では何が持続可能な農業発

展なのかということはまだ模索の段階で、例

えばアメリカをとってみますと、1985年 の農

業法で、LISA(ロ ー ・インプット・サス

テイナブル ・アグリカルチャー)と いう低投

入持続型農業の研究を政府に義務づけ、1990

年の農業法で、さらにこの研究投資の拡大等

を決めました。

それから、ECの 農業政策をみてみますと、

一定程度粗放的な農業、例えばエンバイロソ
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メント・センシブル ・エ リア、環境を保全す

る地域、環境破壊が心配されるような地域を

決めて、そこについて環境を破壊 しないよう

な農業の方法で農業生産を行 う場合に一定の

補助金を出すというような形で、今までの集

約化に対 して、一定程度粗放化をしなが ら農

業のあり方を考える。あるいは、有機農業を

重視 してい くというような方向で幾つか模索

がなされつつあると思いますけれども、全体

として環境保全的な形での農業のあり方を考

えていく方向が強まりつつある。

環境破壊といったときに、いろいろな側面

が確かにあるのです。ヨーロッパの場合には

景観の問題とか、今いったような環境汚染。

特に問題なのは、窒素肥料が増投されていっ

て、その窒素肥料が水に溶けて、それが発が

ん性の遠因となる物質に変化 したり、あるい

は、ヘモグロビンを破壊するというようなこ

とがあって、そのような窒素肥料が水に流れ

ていく。特にヨーロッパの場合には畑で、雨

量が日本のように多 くな くて、飲料水として

地下水だとかわき水に依存する割合が非常に

高いということもあって、深刻な問題になっ

ている面があります。日本の場合には雨量が

多 く海に流されていったり、また水田という

こともあって、窒素の問題がそれほど大きく

取り上げられていませんけれども、幾つか調

査 した事例を見てみますと、相当大きな畜産

のあるところでは、飲み水に基準以上の窒素

分が検出される所が出てきているというよう

に、やはり日本でも、環境保護、あるいは生

態系の維持というような方向で農業生産のあ

り方を考えていくことは当然必要 であると思

っています。

効率性と生態系を重視した環境保全的な土

地利用という二つの面を追求するときに基盤

となる土地利用のあり方というのは、さっき

いいましたように集団的な土地利用、農場的

な土地利用ということと田畑輪換-こ の田

畑輪換 というのも、東北農試の試験研究の結

果などをみますと、やはり土壌の条件によっ

て相当違うみたいです。田畑輪換がすべての

ところで有効であるということではないみた

いですけれども、やはりその辺も、これから

相当研究がなされていかなければいけないよ

うに思 っています。そういうことと結びつい

て担い手像のあり方を考えていくということ

が、2つ 目の枠組みとして考えていかなけれ

ばいけないことだと思っています。

3番 目の枠組みとしてどういうことを考え

ていかなければいけないだろうかということ

ですけれども、農業の担い手というのは、現

状を考えると、農産物の流通とか異業種とい

うものを取 り込みなが ら、地域全体を活性化

していく中で、農業の担い手の育成というこ

とを考えていかざるを得ないだろうと思いま

す。逆に、農業の担い手が育つということが、

地域 とか村の存続とか活性化に結びつかなけ

ればだめだろう。少数の担い手への土地や農

業生産の集中というのは、あまりにも村の共
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同労働によって支えられてきた水路等々の生

産基盤とか生活の基盤の維持管理の担い手を

減 らすことによって損ない、ひいては、担い

手の存在、存続というものも危うくするだろ

うと思っています。このことは、農業経営な

り農村の生活というのは、共同的な労働手段、

あるいは生活手段に支えられて初めて成 り立

っているのだと考えるからです。

この10月に、島根大学の先生が、ある研究

会で、鳥取とか島根の人口動態を分析して、

そういうところで45歳未満の人口を維持して

いくためには、大まかなところ、年間1町 村

当たり約10世帯の流入が必要だということを

推計されていました。そういう点で、例えば

第3セ クターがあって農地を保全 したとして

も、農地が保全されるということだけで、そ

のことがその地域の存続の力とな らなければ、

意味がないものになるだろう思います。地域

の活性化に結びつ く必要があるということは、

世帯を呼び込んだり流出をとどめるという力

の中で、初めて農業も維持できるということ

だろう。これが第1番 目にいった農業をめ ぐ

る大状況の変革とか変化ということとも関係

する問題ですが、これが第3点 目に述べたか

ったところです。

そういう状況の中で、農業の第-線 で参加

された皆様はいろいろご苦労されているわけ

です。そういう方たちに対 して、私の期待を

何点か述べて、お話 しを終わりにさせていた

だきたいと思います。

最初からずっとみてきましたように、現在

の状況 というのは相当大きな転換期だと思い

ます。農業自身は相当な困難を抱えてきてい

るというのはさっきからいってきたとおりで

す。同時に、消費者の意識、生活のあり方と

いうのも相当大きい変化を遂げてきている時

代だと思います。そういう点で、や り方によ

つてはいろいろな農業が出てくる可能性もあ

る時期ではあると思います。不況の中から新

しい企業が育ってくることと同じような可能

性が農業の場合にもないわけではありません

し、消費者の意識や生活の在り方の変化は重

要な手掛かりで しょう。そういう状況の中で、

各地にいろいろな農業者が生まれてきていて、

いろいろ個性的な農業者に会うという経験 も

するようになつています。そういう中で、こ

とし幾つか回った中で一番印象深かったのは、

阿蘇町で40代の人たちが集まっていろいろや

っていた、NFT(ニ ュー ・ファーマーズ ・

プロジェクト・チーム)の 話しです。そこへ

二度ほど行 く機会があって、14人の グループ

のリーダーの人の話を聞いたのです。NFT

のリーダーは山口さんという方で、大学を出

てから2～3年 ぶ らぶらした後で、阿蘇町へ

戻ってきて、自分の家を拠点にして、同 じ世

代の人たちと、阿蘇の農業をどうす るかとか、

それぞれの農業をどうするかということを10

年 ぐらいいろいろ集まってはしゃべっていた

のだそうです。

ちょっと余談になりますけれども、阿蘇も、
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御多分に漏れず、農業をやめていく人が相当

出てくる。阿蘇の景観というのも飼育牛農家

がいるから維持 されていたわけですけれども、

農家がいなくなって肉牛をやる人が少なくな

ってくると景観を維持するということも難 し

くなってきている。その14人のメンバーとい

うのは、阿蘇をどうするかということで農業

者だけではなく、ラーメン屋さんとかいろい

ろ入っているのです。そういう状況の中で、

それぞれの人が核になって、少 しずついろい

ろなことをやり始めているのです。例えば、

ある会員は有限会社をつ くって、久留米市と

かの都市の消費者の組織と結びついて産直を

やる。他の一人は阿蘇で生産されたものを集

めて宅配便で消費者 と結びつくということを

やり始めているのです。同時に、 リ-ダ ーを

中心にして、去年 ぐらいか ら 「グリーンス ト

ック」という有限会社をつ くりまして、共同

作業の受託組織をつ くる。自分たちの機械を

持ち寄ってライスセンタ―を1カ 所に集めて、

それを中心に しながら共同の受託作業をやっ

ていく。

もう一方で、熊本市の中に、米屋さんの販

売権を買ってアンテナショップを作って、そ

こで生産者の名前の入った農産物を売ると同

時に情報を仕入れていくというようなことを

や り始める。まだ買っただけで動き出してい

ないみたいですけれども。それと同時に、集

落を、いろいろな意味で交流の場にするとい

うことで、海外からの研修生を受け入れたり、

あるいは、農業をやりたいという人を都市か

ら受け入れていくということを考えて、廃校

の古材を使って、そういう交流拠点を作 って

いく。今、建設中ですけれども、そういうこ

とをやり始めているのです。そういう人たち

の話を聞いて非常に印象深かつたのです。印

象深かったというのは、そういう形で動き出

したということと同時に、後で触れたいと思

うのですけれども、10年間、いろいろな形で

お互いにああでもないこうでもないというこ

とを言い合ってくるというのですか、その中

心にリーダーの人がいたわけです。農業をや

ろうということで残った若い人というのは、

それなりに焦 りもあるし、何かをしようと思

っていると思うのです。 リーダーの人は、そ

ういうものをあきらめさせないで、10年かけ

ていろいろな議論をしなが ら、それぞれが自

分のもっていたものを、実際、歩み出すエネ

ルギーに変えていくように、お互いに啓発 し

続けたことに強 く印象を受けたわけです。

そういうことを考えますと、時間が来て し

まったので簡単に述べたいと思うのですけれ

ども、農業の第一線でやっていらっしゃる方

々に、次の3つ のことをお願いしたいと思っ

たのです。

1つ は、先ほどもいいましたように、担い

手を育てるということの中には、農業を取 り

巻 く経済環境を変えていくことは、大きい要

因として当然あると思 うのです。このために

は、非農業者との結びつきを強めなが ら、非
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農業者にも農業のもっている重要性というも

のを理解してもらいなが ら、政策の中にも、

それをきちっと反映させていくことが重要だ

ろう。そういうもののオルガナイザーになっ

ていっていただく必要があると思うのです。

私は、非農業者の結びつきというのは、いろ

いろな形で全国共通の課題だろうと思ってい

るのです。

一番最初に紹介されましたように
、私の大

学は武蔵大学というところで、東京の練馬区

にあって、23区の中では農地面積が一番多い

ところです。500ヘ クタールぐらいありまし

て、区の面積の10%ぐ らいが農地面積です。

そういうこともありまして、今、練馬区と、

ちょっと離れた三多摩の小金井市で、農業者、

行政、消費者と一緒になって、都市農業をど

のように考えていつたらいいかという検討会

を、ここ1年 間 ぐらいしているのです。経済

構造調整という中で、都市農業というものが

一番やり玉に上げられてきたわけですから
、

ある意味でいえば一番厳 しかったわけです。

そういう中で、都市農業はいろいろなことを

考え、実践 しなが ら、農業のあるまちづくり

というのを一つのスローガンとして掲げて、

農業のあり方を考えることをやってきたのだ

と思います。

農業のあるまちづくりというのは、制度的

にいえば、都市計画の中に農業をきちっと位

置づけて くれる、あるいは、農業を都市に必

要なものとして、施策の中に位置づけてくれ

ることになると思います。実際は、そ ういう

制度的な位置づけ、あるいは政策的な位置づ

けと同時に、多様な機能を果たしている農業

の重要性を、単に農業者だけではなく、都市

の住民 として非農業者も同時に認識 して、そ

の多様な機能が十分に果たされるような農業

のあり方のために両者が努力するという関係

をどうつくっていくかということだろうと思

っているわけです。今までは、今いった農業

のあるまちづくり、都市農業にはいろいろな

機能があるという形で、都市農業を認めても

らうために、こういう機能がありますよとい

うことを宣伝 していた時期がありました し、

次の段階では、そういうことを認めていただ

くために、そういう機能を十分果たすために、

例えば、農地の回りはバラ線でなく植え込み

にするとか、植木畑の中に散歩道をつ くると

かそんな努力を農業の側がしてきた。けれど

も、そういう一方的な努力ではなく、都市農

業が果たしていく多様な機能、この点につい

ていうと、私は、新鮮で安全な食料の供給だ

けではなく、教育的な機能というのが相当重

要になってくると思っているのです。そうい

う多様な機能が十分果たせるように、農業者

も都市の住民もともに努力するという方向に

少しずつ認識が移ってきたのだと思っている

のです。これは、さっき阿蘇の例を出しまし

たけれども、都市だけではなく、いろいろな

状況の違いがあっても、阿蘇のような山村で

もやはり同じで、そういう関係をリゾー トと
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いうものを使いなが らどうやってつくってい

くかということだと思うのです。そういうこ

とを通じなが ら、非農業者との結びつき、非

農業者に農業の重要性を認識 してもらい、そ

のために同 じように汗を流してもらう、と同

時に、それを政策の中にも反映させていく。

そういうオルガナイザーとしての役割が重要

なものとして農業の一線でやつていらっしゃ

る方にはあるだろうと思う。これが第1点 で

す。

第2点 目は、さっきの阿蘇のNFTの リー

ダーのような役割りを果たしてほしいという

こと。それはどういうことかというと、農業

でやっている若い人たちとか、農業に入りた

いという人たちの意欲を引き出す、照 らし出

す。これは、私のような職業も、学生か らす

れば同 じだと思うのです。入ってきた学生は、

相当期待をもって大学に入ってきている。そ

れを4年 間、本当にその意欲を高められるか。

それとも失望させて大学を卒業させるかとい

うのは、教師が学生のもっている意欲 という

ものをどれだけ啓発 し続けられるかにかかっ

てきて、それを啓発 し続けられるかどうかと

いうのは、自分自身どう生活 しているかとい

うことにつながってくるのだと思います。農

業の第一線でいろいろやっていらっしゃる方

というのは、そういう役割をもっているだろ

うと考えています。

第3点 目に、皆さんが扱 っている農地とい

うものの比重 というか、それの大切さという

ことをいわせていただきたいと思います。

現在、世界の構造が大きく変動 していく中

で、市場経済が万能であるといいますか、計

画経済は破れて市場経済は万能であるという

ことがすごくいわれるようになってきていま

すけれども、逆の面でいうと、市場経済とい

うのは、環境問題 とか土地問題、あるいは南

北問題というのを基本的に解決できないでき

ているだろうと思っているのです。土地問題

に限っていえば、土地というものが特殊な性

格をもっている有限の資源であって、にもか

かわらず、生存にとって不可欠の要素である。

それを私有権、所有権を与えて商品化すると

いうことには、相当矛盾があるはずだと思っ

ているのです。はしょりますが、そういう状

況の中で、農業の側は農地を本当の生産の手

段として利用 していくためにはどうしたらい

いかということを、いろいろな側面で模索し

ながら、いろいろな方向を探ってきているの

だと思っているのです。

ある意味でいうと、封建社会から近代社会

の移行の時期に農地の所有権が認められたと

いうのは、人間として生活 していくために、

生産手段から排除されない権利として、所有

権が与え られたとみることができると思いま

す。そのようにして与えられた所有権 自身が、

排他的な所有権となることによって、利潤の

蓄積の基盤になってきている。 しか しそうい

う中で、農地についてはよりよい利用のあり

方ということを求めながら、いろいろな仕組
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み、規制を考えてきたと思っているのです。

この点は、土地-般 についても、ある程度認

めざるを得ない方向だと思っていて、土地基

本法で土地のもっている公的な性格というこ

とがいわれた。この場合は本質的には土地の

公的な性格ということを強調 しながら、資本

の土地利用を強める方向でいわれているわけ

ですが、しかし公的性格ということを調った

ように、本来的にいえば、土地の公的な規制

というのは強めざるを得ない。それを農地の

面で、実践され、模索されているのではない

か。そういう点で、農地に関して実践され模

索されているいろいろなものは、土地一般に

広げていかなければいけないような側面、内

容をもっているのだろう。そういう点で、相

当重要なことを扱っていらっしゃるのだとい

うことが第3点 目に申し上げたかったことで

す。

話が下手なもので、なかなか筋がつかめな

かった面があるかと思いますけれども、特に、

時間の関係で終わりの方は急ぎましたので、

十分言いたいことが伝わらなかったのではな

いかと申しわけなく思っておりますが、何か

のご参考になれば、私としてもうれしく思い

ます。以上です。長い時間ありがどうござい

ました。

(拍手)。
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(レジュメ)

農業の担い手像とその育成

1.は じめに

① 農業基本法の30年は農業に何をもたら

したか。

② 農業の担い手はどのように考えられて

きたか。

③ どのような担い手をどのように育てる

のか。

2.農 業基本法の30年

1)農 業基本法を読み返す

① 第9条 「国は、農業生産の選択的拡

大、農業の生産性の向上及び農業総生

産の増大を図るため、前条第1項 の長

期見通 しを参酌 して、農業生産の基盤

の整備及び開発、農業技術の高度化、

資本装備の増大、農業生産の調整等必

要な施策を講ずるものとする。」

② 第11条 「国は、重要な農産物につい

て、農業の生産条件、交易条件等に関

する不利を補正する施策の重要な一環

として、生産事情、需給事情、物価そ

の他の経済事情を考慮 して、その価格

の安定を図るため必要な施策を講ずる

ものとする。」

③ 第13条 「国は、農産物(加 工農産物

を含む。以下同じ)に つき、輸入に係

る農産物に対する競争力を強化するた

め必要な施策を講ずるほか、農産物の

輸入によってこれと競争関係にある農

産物の価格が著 しく低落 し又は低落す

るおそれがあり、その結果、その生産

に重大な支障を与え又は与えるおそれ

がある場合において、その農産物につ

き第11条第1項 の施策を、もってして

もその事態を克服することが困難であ

ると認められるときは又は緊急に必要

があるときは、関税率の調整、輸入の

制限その他必要な施策を講ずるものと

する。」

④ 第15条 「国は、家族経営を近代化し

てその健全な発展を図るとともに、で

きるだけ多 くの家族農業経営が自立経

営(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

完全に就業することができる規模の家

族農業経営で、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。以下同 じ)に なるよ

う育成するため必要な施策を講ずるも

のとする。」

2)農 基法下での担い手の動向

① 基幹的農業従事者の高齢化、新規就

農者の減少

100日以上農業に従事 した男子農業

従事者のうち60歳以上の人の割合(60
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年37.2%→2年48.2%)

② 農家戸数の減少-減 少率の高ま り→

耕作放棄地の増加(農 家 ・非農家計55

年123千ha→ 平2年217千ha94ha増

加、各5年 増加率9.6%→60.7%、 同

時期の借地面積111千ha増 、ただ し60

年→2年 の増加 は耕作放棄地が82千ha

増に対 し借地面積 は71千ha増)

③ 自立経営農家、中核農家の比重

大規模農家の動向 ーここ5年 専業的

農家、大規模農家の成長力が弱ま って

いる。

・3ha以 上農家 シェア(戸 数35年

0.6%→2年3.4%、 耕 地2.8%→

16.8%)、 戸数の変化

3.担 い手像の変化とその背景

1)農 業の担い手

① 農業生産全体がどのような農家、農

業者、組織によって担われているか。

② そのうちの中核的 ・中心的もの=規

模拡大や農業生産力発展の担い手、発

展方向

2)農 業の担い手像の変化

○ 自立経営農家→ 「構造政策の基本方

針」(42年7月)、 協業等集団的生産

組織の重視 ①自立経営形成の経路

②農業生産の停滞の歯止め、兼業農家

も含め生産を維持発展させる仕組みと

して、同時に1970年代に入ると中核農

家

○ 地域農業の組織化(昭51年 農業白書)

地域農業のシステム化(62年 白書)、

地域農業集団(「80年 代の農政の基本

方向の推進について」57年)農 用地

利用改善団体(55年 農用地利用増進法)

○ 法人問題 昭37年→45年55年 改正、

第三セクター、株式会社

3)背 景

① 担い手問題が論議されるようになる

必然性

①家族経営の問題点、

②日本の農業構造の特徴への着目

② 自立経営、中核農家等が思うように

伸びないために論議される側面

○ 欧米諸国との比較

離農スピー ド・規模拡大のスピ―

ドを規定 した要因

離農率の低さ ①家族制度 ②雇用

条件(芸 北町の例)③ ムラの一員

上降化の鈍さ ①農業の経済環境-

自給率、耕地面積の動向

②単作化 ③分散錯圃

③ それでは家族経営以外の経営体の動

向は

○ 農業事業体(55年 →平2年)経 営

面積シェア1.7%→1.8%販 売 目

的の事業体数8092→7473

法人(40→45→ 平2年)

総数1294→2740→3816
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米麦作242→806→558

果樹548→871→592

畜産299→1749→1564

4.農 業の担い手論

① 個別経営の形態=個 人(家 族的)経 営、

組合型経営(農 事組合法人、非法人)、

会社型経営

個人(家 族的)経 営か組合型 ・会社型経

営か

家族経営の利点-(混 合所得)、 資源

配分の柔軟性、地域との結びつき

問題点-基 幹労働力の事故 ・病気が

即存続を左右(戸 数が少な

くなったときにこれに地域

農業を託すことの危うさ)、

子供連の職業選択の自由 ・

機会の拡大、長男 ・長女時

代、後継者のいるいないが

農業経営の投資 ・経営行動

を左右、(投 資の非効率、

協業の困難)

組合型経営の問題点-経 営の継承に際

しての問題点(構 成員の後

継者が継がなかったときの

形成された資産の扱い、資

産との関係で雇用者の構成

員化の問題)、 意思決定

会社型経営の問題点-地 域との関係

② 個別経営と生産組織等

・個別経営と生産組織、農業サービス事

業体との関係は

生産組織の展開方向 ①補完組織

② 「不完全な」経営体になる

③分解 し担い手としての個別経営

(家族経営、組合型経営)が 育つ

現実は③は難 しく、①についてもオ

ペレーターの老齢化で、②について

も資産管理的であって農業経営体と

してはどうか。=担 い手が育たない

一因に個別経営と組織をどう調和さ

せるかの問題がある。

・農協等の行う農業サービス事業体、第

三セクターは当面は地域の農業生産の

維持、農地の管理という役割を果たし

つつ個別経営の成長を援助する機能を

果たすものなのか、それとも農業生産

の担い手か。

③ 土地利用調整のシステム、組織

作業の連担性確保、農場制農業、転作

地域割 り、集落による調整、地域 レベ

ルの農地保有合理化事業

④ 地域性

5.担 い手論を考える枠組み

① 担い手論の1人 歩き―これがだめだか

らこれというような一は問題

・家族的経営の比重、ただ し現状を前提

にすれば将来見通 しは悲観な意見が優
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勢

・家族的経営-従 来の家族経営 とは当然

異なるが、例えば補完 し合 う関係の構

築等-が ある程度育たない環境の下で

は多様な担い手も育たない。

・経済環境を変えることが重要-地 域の

条件にあった 「多様な」担い手が内発

的に育ってくるような-バ ランスのと

れた経済構造=国 境措置、経済効率で

はなく生活の向上を保証する土地利用

計画 ・規制、価格政策

・ウルグアイラウンドをどうみるかー

i)世 界の食糧需給動向

五)自 由貿易とアグリビジネス

苗)ア ジアの稲作と自由貿易

② 望ましい生産力発展の方向と結びつい

た担い手の育成

・目指すべき生産力の発展方向-

i)高 生産性 と

U)環 境保全 ・生態系維持

・世界的には環境保護視点の強まり-

susuteinableagriculturaldevelop-

ment(持 続可能な農業発展)、 模索中

ーLISA 、粗放化、有機農業

・基盤となる土地利用-集 団的土地利用

(農場的土地利用、田畑輪換)

・どのような担い手像か

③ むらの活性化の中でしか担い手は育た

ない。農業という狭い範囲だけで問題は

考えられない。農産物流通や異業種 も取

り込んで。

逆に農業の担い手が育つことが地域、

むらの存続 ・活性化に結びつ くことが必

要。あまりに少数の担い手への集中はむ

らの生産機能、生活機能を損ない、ひい

てはその担い手の存続を も危うくする。

個別経営は共同的な労働手段-農 道、農

業用水、水利施設、入会牧野等-に 支え

られて存続 している。生活も同 じ。例え

ば島根大保母教授は鳥取、島根について

45歳未満人口を維持するためには年間1

町村約10世帯の流入が必要と推計一第三

セクターは農地保全はできてもそれだけ

では世帯を呼び込む、あるいは流出をと

どめる力はない。大状況の変革が問題。

6.お わりに

① 現在は転換期一消費者の意識 も変化や

生活 してきている。農業は不況である。

その中でやり様によつては色々の農業が

できる可能性も一方ではある。点的存在

ではあっても各地に色々な農業者が生ま

れてもいる。-今 年出会った印象深い人

一阿蘇のNFT

② 農業関係者への期待

i)農 業をとりまく経済環境を変える-

非農業者との結びつき

亘)農 業者を輝かす

血)現 代における土地問題の位置
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① 国民経済と農業の変化
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② 基幹的農業従事者数
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⑤ 農業構造の比較
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⑥ 農家以外の農業事業体のシェアの推移

⑦ 労働力保有状態別耕地保有状況(都府県、%)

198



⑧ 世界の1人当たり化学肥料使用量と耕地面積

⑨ 農業と食品産業の就労者数の変化
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