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構 造 政 策 の今 日的課 題

横浜国立大学経済学部教授 田 代 洋 一

Ⅰ.構 造政策をとりまく状況と課題

1.新 基本法と構造政策

最近の農政環境は、ポス トUR農 政の柱と

なった構造政策に次々と新たな対応を迫って

いる(1)。

その第一は、新基本法との関係である。農

業基本法の制定時はなお 「不足 と増産の時

代」だった。農業基本法は農村 と都市、農家

と非農家の生活 ・所得の均衡を 「公共の福

祉」としつつ、国会論議を通 じて 「農業総生

産の増大」の文言を追加される状況にあった。

同時に農業基本法は折か らの高度成長と開放

経済体制移行に即応する 「生産性の向上」を

いま一の目的にかかげた。そ して構造政策は、

比較生産性の向上(所 得均衡)と 労働生産性

の向上の両目的の切札とされた。そこでは農

地はまたもっぱ ら生産財として位置付けられ、

その後 も、改正農地法は 「土地の農業上の効

率的な利用」を、農用地利用増進法は 「土地

の農業上の利用の増進」を唱い、農地の生産

財としての位置付けを継承 した。

このような生産財としての農地の有効利用

の観点は、カロリー自給率が40%前 後に落ち

た今日、一層強調されるべきであろう。 しか

し同時に、かつては顧み られず、そして今日

強調されているのは、農林業 ・農林地がもつ

国土 ・環境 ・景観 ・生物 ・地域社会の保全機

能である。つまり期待されているのは、農林

を一体 とした観点、そして生産財としての農

林地と環境財としての農林地の等価値的な位

置付けである。

構造政策 もまた、 「生産性の向上」だけで

なく、食料生産 と国土環境保全の両機能の担

い手の確保を新たな目的とすべきである。

第二は、行政改革委員会等を通じる規制緩

和、地方分権推進委員会等を通 じる 「地方分

権」の動きである。この両者は奇しくも農地

制度に一つの焦点を絞 っている。

まず前者は、端的には、株式会社を農業生

産法人の一形態に加え、農地の権利取得を認

めよという要求に具体化 している。

しか し投下資本を有価証券(擬 制資本化)

として自由に分割 ・譲渡 しうる株式会社にあ

っては、社員(株 主)は 特定されず、また社

員は業務執行にあたらない 「所有と経営と労

働の分離」を基本としており、誰を もって
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「自ら耕作す る者」とするか困難である。こ

のような株式会社による農地の権利取得は、

そもそも 「自ら耕作する者」に農地の権利取

得を限った農地法の 「耕作者主義」に反する。

そ して株式会社の参入によってひとたび耕作

者主義が否定されれば、農地は誰が所有 して

もよいということになって、 「農地は耕作す

るために存在する」という社会的土地利用規

制も否定され、結局は転用も自由ということ

になる。

また実態的には、株式の発行を通 じて一挙

に資本を集中する企業形態が農業に参入する

ことは、家族労働による自己蓄積に基づく家

族農業経営が一般的な日本農業のなかに異次

元競争をもちこむことになり、地域での合意

形成を通 じて地域農業の将来の担い手を確保

していこうとする認定農業者制度をはじめと

する現行の構造政策の遂行をさまたげる。農

村社会 もまた生まれ在所で自ら耕作する家族

農業者と、営利目的で出入 りする者との混住

社会 となり、誰が地域の農地利用と資源管理

に責任を もつのかあいまいになる。

以上は一応は農業経営のための農地取得を

仮定した話だが、現実には株式会社の農地取

得の真の目的が土地転が してあることは、経

験則的に否定 しがたい。

第二の転用規制についての地方分権推進委

員会の勧告は、4ha以 下を知事の法定受託事

務とし、農用地区域の指定 ・解除を市町村事

務とすることだが、この新制度により市町村

が農用地区域か ら外 して しまった農地につい

て、知事が転用を拒む論理は一般的になりた

ちがたい。仮に知事に実質的な権限があると

しても、勧告に基づ く制度では、知事は都市

計画上の開発許可権限と農地転用の許可権限

という正反対の権限を一手に集中することな

り(県 集権制)、 転用は制度的にブレーキを

失う。

今日の構造政策は、このような家族農業経

営の規模拡大ファンドを狭めるような農地政

策の改変をくいとめることなしには成立 しえ

ない。いいかえれば問われているのは、構造

政策の農地政策との整合性である。

2.農 地流動化政策の課題

構造政策の遂行にあたっては、このような

農外 との利害調整が欠かせないが、そのうえ

で農業内的な構造政策 としての農地流動化政

策の課題を分解すると、①どれだけの農地を

動かすのか、②誰に動かすのか、③どのよう

に動かすのか、④誰が動かすのか、 といった

四つの局面がある。

しか し実態調査等を通 じてみると、ほかな

らぬこの四点をめ ぐって、現地には一種のと

まどいがあるように感 じられる。すなわち、

①については、従来の三倍のスピ― ドでの流

動化が課題 とされながら、高齢化や後継 ぎ欠

如の割には思 うほど流動化は進まず、耕作放

棄をまねいているところもある。いいかえれ

ば各種の流動化政策が用意されたにもかかわ
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らず決め手を欠 くうらみがある。むしろ現実

に農地をどれだけ動かせるかは、②③④の条

件整備に左右されるといえる。

しかるに、②については、 「集落営農」的

な動きと個別の規模拡大の追求 との関係、ひ

いては 「むら」と農家との関係が整理されて

いない。また③については賃貸借と作業受委

託 との関係があいまいである。④については

農業委員会、行政、農協、市町村農業公社な

どが、それぞれに流動化を追求 しており、地

域 としてのまとまりに欠けている。

このようにみてくると、今日の流動化政策

の課題は、以上の②③④の条件整備にあると

いえる。そこで本稿では、これ らの点に焦点

を しぼることにしたい。

Ⅱ.日 本農業の担い手像

1.集 落営農と個別経営

日本の農業 ・農政においては、 「集落」を

基盤にした地域集団的な取 り組みと個別経営

の展開とが絶えず交錯 してきた。

市場経済国において、今日まで前者がひと

つの底流をなしてきた背景には、分散錯綜す

る圃場形態と水の共同利用という日本水田農

業の特質がある。そこでの地力維持は集団的

に しか追求できず、そのため 「むら」は地力

維持の範囲としての 「領土」をもち、領土に

対する耕作強制を働かせ、あたかも一つの土

地経営体であるかのようにふるまってきた。

このような関係を踏まえて、日本の農政は

伝統的に 「むら」とそれに立脚する農業団体

を農政の浸透経路としてきた。日本の農政が

はじめて行政村を捉えたとされる農山漁村経

済更正運動において も、農家小組合が基礎団

体とされ、その産業組合への繋がりが重視さ

れた。戦時体制下においては、農事実行組合

の法人化による農業会への参加が追求され、

戦後の農協法制定過程においては、日本側は

農事実行組合の生産協同組合化をねらった。

この案はGHQの 反対で実現しなかったもの

の、戦前からの地域全戸参加を引き継いだ戦

後農協は、その後も一貫 して 「地域 ぐるみ」

の取 り組みを追求することになる。

農業基本法は 「自立経営の育成」を核 とし

つつ も、 「協業の助長」を唱った。自立経営

育成政策の挫折後の総合農政や地域農政は、

より積極的に集団的対応、生産組織化の道を

追求 した。そして生産調整政策は、その遂行

を 「むら」の土地利用調整機能に依存 し、と

くに水田利用再編対策では集団転作の促進に

あたって 「むら」への期待を高めた。

さらに農用地利用増進事業、農用地利用増

進法では、当初は 「集落による農地の自主管

理」が構想 され、その一部は 「農用地利用改

善団体」として具体化 された。加えて水田営

農活性化対策等では、 「地域営農加算金」を

個別にではなく、集落等に配分することによ

り、財政面か らも集落による農業機械の共同

購入 ・利用を助長した。さらに1996年か らの

新生産調整政策においては、農協が行なう
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「とも補償」に対する助成を強化し、 「地域

ぐるみ」の取 り組みを一層強めている。

このような農政による上か らの位置付けに

対 して、下(地 域)か らも 「地域」の位置付

けが求め られるようになった。1970年代か ら

のいわゆる 「地域農業論」の展開である。そ

れは、戦後自作農が高度成長の過程で自己完

結性を失い、外部依存性を強めざるをえなく

なった状況への対応といえよう。すなわち個

別農家 レベルでは自己完結性を失いつつあっ

た経営諸要素を、 「む ら」のレベルで再確保

しようとする動 きの表現だったといえる。 こ

の頃か らたんなる集団栽培を越える生産組織

化、地域営農集団等の地域農業への集団的対

応の動きが強まることになる。

このような動 きを、意識的に 「むら」単位

で追求 しようとしたのが、いわゆる 「集落営

農」路線である。それは歴史的に 「いえ」よ

りも 「む ら」が強く、また個別の担い手が欠

如 しがちな西日本の県や地域か ら言い出され、

やがて東日本にも普遍化 していった。

先取 りを して言えば、1990年 代に入り、い

よいよ家族農業経営の崩壊現象が強まるなか

で、 「むら」の範囲で も確保できな くなった

農業生産諸要素を、自治体の範囲で再確保 し

ようとするのが、 「市町村農業公社」の動き

とも言えよう。

このような 「集団」重視の流れに対 して、

国が1992年 新政策において、突如 として、あ

たかも農業基本法へ先祖返 りしたかのごとく

に、 「経営体」という 「個」の育成を再強調

するに及んで、地域に一種のとまどいが生じ

るようになった。集落営農路線を追求 してき

た県のなかには、個別経営育成との二本立て

への切り替えを余儀な くされているところも

ある。

「集団」と 「個」とは、もちろん対立する

面がある。例えば、高齢化 した農家 も、集団

的な支えがあれば機械作業はそれに委託 し、

管理作業は自家ですることによって 「自作」

形態を維持することができ、その限りで農地

貸し付けを遅 らせる。あるいは集団の存在や

意向が個別経営の自由な展開を阻害す るケー

スもあ りうる。逆に、とくに零細農家がひし

めき集落営農的な対応が模索されている地域

に、外部から虫食い的に個別農家による借地

拡大が入ってきたりすると、地域の資源管理

を撹乱 したり、圃場分散から 「荒 らし作 り」

をまねきかねない。

しか し他方で、たとえ個別経営にとって集

落営農が自らの規模拡大の障害に感 じられる

としても、集落営農という地域の意向を無視

して農地集積を果たせるわけではない。また

集落営農さえ組織できない担い手不在地域が

多いことも看過しえない。さらに集落営農を

組織 しえたとして も、それを集落営農のかた

ちのままで永続できる保証はない。

つまり集団と個を対立的に把握するだけで

は如何ともしがたい現実がある。このような

集団と個の関係整理にあたっては、 「集落営
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農」なるものの内容が実に多様である点を踏

まえる必要がある。

集落営農の一つの理念型は、集落に現に残

された常勤兼業、自営兼業、高齢者、婦人等

の 「こまぎれ的」な労働力をかきあつめて、

集落の全戸が何 らかのかたちで農作業に参加

する 「地域ぐるみ」方式であり、転作も含め

て集落の水稲作を維持 していこうとするもの

だろう。そのなかには高齢者や婦人の知恵 と

経験を活かして転作特産物を定着させつつ、

都市との交流等の事業にまで発展 している事

例 もある。しか しこのような 「む らぐるみ」

的な取り組みの目的は、地域 ・「むら」社会

の維持が本命である場合が多 く、そこでの集

落営農の追求は農業政策というよりは地域政

策の色彩が強い。

その対極に位置するのは、 「集落営農」の

名の もとに、実態的には組織内の少数農家へ

の作業委託 ・賃貸借が広範に進んでいる事例

であり、特に東 日本に多い。また前述の 「地

域 ぐるみ」の対応が、時を経るにつれて少数

請負型に再編されていく事例 もある(2)。

さらには、集落での生産調整等の話 し合い

を集落営農と称 している場合 もある。 「集落

の農地はなるべ く集落内へ」といった申し合

わせなどもその一つであり、先の組織内集積

が追求されている場合には、それは集落内へ

の農地の囲い込み効果をもつ。

現実の集落営農は、この三類型の中間に多

様な形で展開している。

言い換えれば、集団 と個の関係は、 「対

立」、 「棲み分け」、 「補完」といった様 々

な局面をもっており、いずれの局面が前面に

でるかは、それぞれの地域がおかれた状況な

かんず く担い手農業の賦存状況によって異な

るといえる。か くして問題は、そのような多

様な地域農業の展開方向を、経営体育成ある

いは集落営農の、あれかこれかといった一元

論で割 り切ろうとすること自体にあるといえ

る。地域農業を誰が、どのように担ってい く

かは、地域の現実に即応して、地域自らが選

択 してい く問題だからである。

その際に次の三点に留意する必要がある。

第一は、 「集落営農」の名称で追求 されてい

るものの真の目的なり実体を明 らかにす るこ

とであり、それに即 して地域農業のあり方を

考えることである。

第二に、とくに 「地域 ぐるみ」の 「集落営

農」がいつまで継続 しうるのか、世代継承が

可能なのかの見極めが肝要である。滋賀県で

集落営農を自らリーダ―として実践 しつっ、

農業改良普及員として観察 してきた上田栄一

氏は、 「集落営農では『仲良 しクラブ』とい

った運営で、『平等主義が原則』の上に成立

します。 しか しそのままの考えでは、おそら

く 『10年持ったら上出来』と思えます」とし

ている(3)。 つまり集落営農は、今日の現実

対応として リアリティをもつとしても、その

世代承継システムは確立 しておらず、将来 と

もリアルであるとは必ず しも言えない。
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第三に、 「集落営農」を、その形態の如何

を問わず、日々の集団的な営農実践を通 じて

「将来の集落農業の担い手」を模索 していく

「運動」として捉える視点が必要である。

2.日 本農業の担い手像

「担い手」 という言葉は、個人主義が発達

した英語圏では適切な対応語をみいだせない。

おそらくドイツ語の 「トレーガー」か らきた

ものであり、 自分あるいは一家の身過ぎ世過

ぎを越える 「社会的な何か」を担うという意

味であろう。

その 「社会的な何か」とは、今日の農村社

会ひいては日本社会にあっては、実に多様だ

が、一口でいえば、1で 述べた農業の生産機

能 と国土 ・環境保全機能、農地の生産財とし

ての機能と環境財 としての機能の担い手とい

うことになろ う(4)。

ここで一つの論点は、小経営必ず しも環境

保全的とはいえず、む しろ効率的大規模経営

の方が環境財の担い手たりえるという議論で

ある。確かに農業の環境に対する負荷を軽減

することが課題であるヨーロッパ畑作農業に

あっては、粗放化がその一つの方向となり、

粗放化に耐え うる大規模経営がその担い手 と

されよう。 しかるに日本の水田農業、傾斜地

農業あっては、外国ともいうべき畦畔や水路

まで含めた集約的管理が必要であり、野放図

な規模拡大や粗放化(そ の極限としての耕作

放棄)は 環境破壊につながる。

か くして日本の農村では、農業の使用収益

の全域をカバ―する農業経営の担い手を核に

しつつも、農作業の担い手(土 日や朝晩な ら

オペ レータ―等を務められる)、 地域資源管

理の担い手(水 管理や畦草刈りなどの手作業

ならできる)、 農村社会の担い手(生 まれ在

所に生き抜 く)な ど多様な担い手が必要 とさ

れている。

先の 「集落営農」 も、これらの多様な担い

手がそれぞれの持ち味を発揮する場を設定す

ることにより、地域社会を維持する方法とも

いえる。日本の構造政策は、日本農業の零細

性を意識するあまり、ヨーロッパ畑作農業に

おける農場の集中統合 としての構造政策を直

輸入しすぎたきらいがある。 「むら」を基盤

にした日本の零細農耕制においては、 ヨーロ

ッパ流の 「規模の経済」の追求と同時に、そ

れが展開する 「場の経済」の追求が大切であ

る。

次に、地域農業の将来を基軸的に担 う農業

経営の担い手像を明確にする必要がある。

新政策は 「家族 というまとまりではなく、

個人を単位として捉え」た 「経営体という新

しい概念」をもちい、 「個人の集合体」とし

ての法人化論をうちだ し、さらには 「農業生

産法人の一形態としての株式会社」 も検討対

象 としている(5)。 そして現在の技術水準で

は稲作の個別経営体は、単作で10～20ha規 模、

複合経営で5～10haと し、認定農業者制度等

を通 じてその育成を図ろうとしてるいる。 し
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か しそこには、いくつかの基本的な問題があ

る。

第一に、農政は 「認定農業者」、現場では

「認定農家」と呼んでいるが、この呼び方の

違いは大きい。 「個」の視点にたち、 「農

家」概念を否定する新政策の建前からすれば、

当然に 「認定農業者」ということになるが、

その捉え方は一貫 していない。すなわち新政

策は、 「主たる従事者」の労働時間 ・生涯所

得の他産業並み水準(2,000時 間、700万 円、

時間3,500円)を めざし、35～49歳 の前後で

は、それを 「父親 あるいは後継者と折半す

る」とし、さらには 「補助的農業従事者」の

[1,000時 間×米生産費並み労賃(1,180

円)]を 加えるとしている。結局のところ、

このような計算の背後にあるのは、新政策が

否定したはずの 「父から子へ」への直系家族

(すなわち 「いえ」)の イメージであり、ま

た 「補助的農業従事者」の多 くが配偶者をさ

すとすれば、女性労働に対する差別的な評価

である。

しかるに実際には、認定農業者に自家労働

評価を聞くと、 「夫婦で何万円」という回答

が多い。つまり 「認定農業者」よりは 「認定

農家」、せめて 「認定農業者夫婦(パ ー トナ

-シ ップ)」 というのがより現実に即 してい

るといえる。つまり 「いえ」的家族農業経営

の近代化の課題であ り、 「いえ」 「農家」

「家族農業経営」の否定ではない。

第二に、水田農業の場合は、規模拡大が一

定規模を越えると水稲単作化傾向が強まる。

現在の技術水準ではその分岐点ほぼ10ha前 後

であり、それ以下では認定農業者も水稲複合

経営が主流だが、10haを越えると、ある規模

までは単作化志向が強まり、転作も重荷に感

じるようになり、生産力の低い水田を借りて

割当面積をこな したり、場合によっては非協

力的となる。前述の新政策が育成目標とした

稲単作の10～20ha規 模層とはまさにそのよう

な単作志向 ・転作忌避層にあたる可能性が強

いのは、一種の政策不整合性 といえる。

稲作の生産調整が半ば恒久化 し、他方で稲

作の不安定性が高まるなかで、家族労働力な

かんず く経営主夫婦の農業内就業の場を確保

し、地域における転作を前向きに推進するに

は、10ha程 度までの複合経営を農業経営の担

い手像の中核とすべ きではないか。

また果樹作では、嫁が子育て期の時は 「み

かん山に登 らせない」という慣行が成立して

いる。ここでは経営者夫婦プラス後継者で無

理なく耕作できる経営規模が 目標になろう。

3.認 定農業者制度の課題

認定農業者の認定方式にも先の集団性 と個

の追求の反映が見られる。

すなわち第一は、制度のマニュアル通 りに

行政が認定する方式である。実際には農業者

が自発的に申請する 「手上げ」方式に改めら

れ、また認定にあたっては農業委員会等の関

与があるが、 「行政による上からの認定」の
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基本は変わらない。この方法には市町村基本

構想に沿った認定がなされるという形式整合

性 はあるが、難点 も多い。

その第一は、行政と個人との関係が、 「社

会」(コ ミュニティ、ソサエティ)を 媒介に

せず、 「公(お 上)」 と 「私」との直接的関

係になりがちな日本社会にあっては、行政が

行なう行為にはその見返 りとして 「補償」や

「メリット」が要求されることになり、その

結果、補償あるいはメリットがあるか ら行政

に従う、なければ従わないという関係になり

がちである。つまり責任は全て行政に帰 し、

そこで行政が実利による誘導でその責任を果

たそうとすると、 「手段」としての 「メリッ

ト」が、自己目的化されかねない。

認定農業者制度では、長期低利大口のスー

パーL資 金、運転資金としてのスーパーS資

金が最大のメリットとされているが、そもそ

も資金需要のない者にはメリットたりえず、

また経営改善計画の認定は受けても農林公庫

審査が通 らなか ったり、担保不足等で実際に

は資金を借りられず、 「だまされた」、 「何

のメリットもない」と思 う認定農業者もいる。

第二に、経営のあり方は経営自らが試行錯

誤 していくのが基本であり、行政が個別経営

という私経済の内容にどこまで踏み込むべき

かは意見の分かれるところである。そして行

政による上か らの認定は一種の選別政策とい

う批判を免れない。

第三に、行政が計画要件をみたすものとし

て認定 した者が、地域から見て望ましい経営

とは必ず しも言えないケースもありうる。と

くに 「作る自由」 と 「売る自由」の前宣伝が

強かった新食糧法下では、規模拡大農家は、

借地拡大に伴って転作が増えることをきらい、

また個別に米の有利販売を追求することにな

る。認定農業者制度の本来の目的が彼 らへの

農地集積にあるとすれば、このような地域か

らの離反は致命的である。

以上に対 して第二の方式は、集落の農家組

合長や、地域の農家に精通 している農協の営

農指導員や農協支所長等の推薦に基づいて認

定が行なわれる方式である(例 えば新潟県神

林村、山形県酒田市、秋田県平鹿町、岩手県

花巻市など)。 もちろん行政のルー トにのせ

るには第一の方式と同 じ手続きをとることに

なるが、その前段 として地域か らの推薦があ

り、 「地域による下か らの認定」になってい

る点が異なる。

この方式の問題点 としては、第一に革新力

に富んだ経営や農協離れ している農家がいわ

ゆる 「一匹狼」扱いされかねない。第二に、

地域 ・集落 といっても、それ自体が実態とし

て存在するわけではなく、現実には農家組合

長など個人による推薦 とな り、必ず しも地域

の総意を反映 した ものにな らない可能性もあ

る。また総兼業地帯の回り持ち的な農家組合

長には推薦す る権威と見識が認められないか

もしれない し、前述の集落営農方式をとって

いるところでは、制度自体が地域の意に反す
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るものとして見送 られるかも知れない。

しか しながら、このような 「地域による下

からの認定方式」が実質化 していれば、認定

農業者が困難にぶつかった時にも地域の支援

を得られるし、また制度本来の目的たる農地

集積についても地域農家の理解と協力を得や

す くなるといえる。さらにこの方式は、とく

に担い手不足等により地域農業が崩壊 しかね

ない地域にあっては、地域 自らが 「地域農業

の後継者」 「集落農業の将来の担い手」を特

定 し確保 していく 「運動」に同制度を読み替

え、先の集落営農 と個別経営の展開を媒介 し

うる可能性を内包 しているとえる。

このように 「行政による上からの認定」を

「地域による下からの認定」の運動に切 り替

えていった場合、当然に担い手農家として も

「行政や農協に言われたから」ではなく 「自

らの問題」として取 り組む必要がでてくる。

そのためには自らを自主的に組織化 し、自主

(相互)研 修や地域における担い手農家の意

向の結集の場に していく必要がある(例 えば

山形県羽黒町ファーマーズ ・フォーラム)。

このような農業経営の担い手層の自主的な

組織化がすすめば、それは地域における農業

利害の結集にもつなが っていくだろう。新た

な農業保護政策は、そのような純農業利害の

結集とその政治的主張を抜きに しては成立 し

えない。

Ⅲ.作 業受委託と賃貸借

1.作 業受委託の展開と賃貸借への移行

作業受委託は、機械の償却費負担の軽減、

特に若い体力のある農業者の規模拡大のステ

ップとして選択されてきた。また日本の農家

の過半が三世代以上家族による 「いえ」形態

をとっているもとでは、基幹的な労働力が兼

業化 しても、家にその他の労働能力のある者

が残されている限りは、基幹的な機械作業は

外部依存 しつっ、水管理や畦草刈 りは自家に

残すことにより、かろうじて 「自作」形態を

続けることができた。

こうした背景から、三世代世帯の割合が高

い東北、北陸、東海等では作業受委託が展開

してきた。とくに東北は高度成長期における

地域労働市場の展開が遅れたこともあり、兼

業賃金や年金に依存 しきれない出 し手側の事

情が重なって作業委託が選好された。

しか も日本の集約的稲作においては、管理

作業部分は収量に直結するが故に高い労働評

価を得てきた節がある(機 械作業部分を農外

切り売 り労賃水準で評価 した残余を農地純収

益とする 「地代」部分の相対的な高さが、間

接的にそれを示唆す る)。

このことは、出し手にとって、作業委託が

賃貸よりも経済的に有利であることを意味す

るが、同時に最近では受け手側にとっても作

業受託のメリット(賃 貸借のディメリット)

が高まってきた。すなわち①米価の低下傾向

のもとでは、定額地代による固定化が地代負

担率を高める。②気象変動に伴 う豊凶変動が
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強まるもとでは、固定的な地代支払い(い い

かえれば地代率の変動)よ りも、所定の料金

をもらえる作業受託の方が安定 している。③

作業受託には経営責任や転作がついてまわ ら

ず気楽にできる、④規模拡大するほど耕地が

分散して負担増になる水管理 ・畦草刈 りや農

道 ・水路補修を回避できる等である。

これ らの理由はいずれも最近の事態を踏ま

えたものであり、農業センサスにおいても、

経営耕地面積に占める作業受委託の割合は、

育苗や秋作業では賃貸借を凌駕 し、絶対量と

しても平行的に伸びている(表1)。

にもかかわらず農政は作業受委託を相対的

に軽視 して きた。その理由は、作業受委託が、

農地管理政策の本来の対象としての農地の権

利移動になじまず、その意味で も、また後述

す る 「ただ乗 り」 という意味でも、一種の

「うさんくささ」をぬぐえなかったからであ

ろう。

その結果、作業受委託は農協等の手にゆだ

ね られることになったが、そのことが農地管

理上の問題にはねかえっている。すなわち作

業受委託 と賃貸借の境があいまいになり、そ

の狭間にさまざまな中間形態とそれに付随す

る 「地代」が生 じているか らである。

例えば宮城県遠田郡N町 での調査結果(6)

では、 「作業受委託」の名前で呼ばれている

ものには、①耕転、田植、収穫など個々の機

械作業を対象 とする本来の 「作業受委託」、

②全ての機械作業を対象とした 「全機械作業

受委託」、③水管理や畦草刈りのような管理

作業を含む全作業を対象とした 「全作業受委

託」などが混在 している。そ して委託者60戸

の抽出アンケー ト調査(1995年)に よる農家

割合は、①が51.7%、 ②が21.7%、 そして③

が26.7%で ある。

また秋田県平鹿郡H町 の認定農業者20戸 が

関係する賃貸借67件 のうち不明の1件 を除 く

66件の形態をみると(1996年 調査)(7)、 利

用権が39.4%、 農協経由あるいは 「全作業一

括委託」が43.9%、 相対が16.7%で ある。

ここで問題 は 「全作業受委託」あるいは

「全作業一括委託」 と称されるものである。

それは、建前としては個々の作業料金の積上

額を委託者が受託者に支払う形態だが、実際

には多 くの場合は受託者が委託者に定率地代、

さらにはそこか ら派生 した定額地代を支払 っ

ている。 このうち農協が行なう全料金積上方

式なり、それを変 じたものとしての定率地代

方式は、経営 リスクの一端を委託側がかぶ り、

使用収益権の完全移転にはならない 「経営受

委託」として法認されているが、実態的には

農協は受託 したものを農家等に再委託 し、し

かも定額地代化 しているものが多い。か くし

て 「経営受委託」とは、農協が仲介する賃貸

借の法的名称といっても過言ではなかろう。

しか も問題は、そこでの委託者取 り分=

膿 業粗収益-全 作業料金]は 、多 くの地域

で標準小作料を凌駕し、実勢小作料にほぼ等

しいか、それ以上になっている。つまり前述
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の日本稲作農業で高い労働評価を得ている水

管理 ・畦草刈 りなどの管理 ・手作業が一般作

業料金(「 むら」内での結い手間替え的な互

助的低賃金)で 評価替えされ、その評価差額

が委託者に帰属 し、その取り分を標準小作料

以上に高めているのである。

先の宮城県N町 の例では、委託料は作業別

料金の積上額(労 賃単価1日8,000円)プ ラ

ス技術管理科4,600円 であり、水利費を差 し

引いた委託者手取額は60,000円 強で、同じく

水利費差 し引きの相対小作料にほぼ等 しく、

標準小作料38,000円 とはかなり隔たる。

秋田県H町 の例で も、農業委員会が事務局

を努める農作業受委託促進協議会が設定 した

「農作業受委託標準料金表」には、わざわざ

「全作業一括委託の場合」の委託者分として

「秋田こまち9.5俵 ×30%」 が トップに明示

されている。30%と いう割合は最近の不作で

35%か ら引き下げられたものである。この例

では諸負担や転作を考慮 した手取り地代は標

準小作料 と大差ないケースもあるが、算式に

刈り分け制をとりいれながらも基準収量を固

定することによって、地代額が定額化 してい

る点がポイントである。

か くして 「全作業受委託」あるいは 「経営

受委託」は、本来は 「賃貸借」たるべきもの

を 「作業受委託」に偽装 し、そのことを通 じ

て 「やみ小作」とその高い地代水準を温存 さ

せるものだといえる。

そこには、それなりの必然性がある。すな

わち 「経営権」を自らに留保することで、

「自作農」 として 「むら」の一員にとどまり

たいという帰属意識、あるいはその高 「地

代」から飯米や何が しかの年金補填を得たい

とする高齢一世代世帯などの社会保障問題で

ある。

しか し同時に、農地行政が作業受委託を農

協にゆだね、さらに農協が行なう 「経営受委

託」が法認され、そのことを通 じて作業受委

託に偽装 した事実上の賃貸借(や み小作)が

合法化され、賃貸借関係を歪めている点は問

題である。

以上か ら、作業受委託を農地流動化なり農

地集積の一環として位置づけ、農協 まかせに

せず、地域 ぐるみで 「安心して委託できる体

制」を作 り、作業受委託の世界に対する農地

管理政策の関与を強める必要がある。まぎら

わしい農協 「経営受委託」制度は廃止 した方

がよい。また比較若い担い手層が受託での規

模拡大を追求しているなかで、彼 らに他産業

並みの賃金単価を保証する作業料金の設定が

不可欠であ る。

さて、作業受委託が伸びるにあたってはそ

れなりの要因があることを指摘 したが、同時

にそれ らの要因の多 くは、収量不安定、転作

・管理作業 ・経営 リスクの回避といった消極

的なものだといえる。か くして 「責任回避」

「身軽さ」 「良いとこ取り」というのが作業

受託の身上になる。このような点がおそらく

農政を して作業受委託の促進を消極的たらし
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めたのであろう。そして 「経営責任を負わな

い」ということは、受け手が経営者ではなく

賃労働者の立場にあまんじることである。

かくして農業経営の担い手として、作業受

託は賃貸借へのあくまで過渡的な形態と位置

付けるのが妥当だろう。 「全機械作業委託」

あるいはさらに 「全作業委託」という賃貸借

に限りなく近い形態が出てきていること自体、

その過渡性を示唆するともいえる。先の宮城

県の調査事例でも、全機械作業、全作業委託

農家は、世帯主が比較的高齢であり、また自

営兼業や寡婦が比較的多かった。それに対 し

て秋作業委託農家は会社員が多い。 これ らか

らも全機械作業委託、全作業委託の両形態が

脱農化の傾向にあることが推測できる。事例

調査でも、作業委託か ら3～5年 で賃貸借に

移行する事例は多い。

このような移行のネックの一つが、作業料

金と小作料のア ンバランスである。作業料金

が安 く、作業料金支払い後の委託者手取 りが

小作料を大きく上回る場合は、経済的に賃貸

借への移行や小作料の引き下げをもチェック

することになる。か くして出し手の実質手取

り額が等しくなるような料金と小作料の設定、

なかんずく賃金の積算単価の均衡化が望まれ

る。

2.地 代政策の必要性

「いまや借地料水準の形成は市場に委ねる

べきである」という見解 もある(8)。 確かに

一般論としては
、農外からの圧力下にある売

買市場と農業内な賃貸借市場を一律に規制す

べきではなかろう。 しかし現実にはどうだろ

うか。

第一に、全国的に 「受け手市場」化 したと

いう認識がかなり一般化しているが、なお一

定規模の農家が層をなしており、労働市場の

展開にめ ぐまれない地域では、 「出 し手市

場」的な状況が引き続いている。第二に、と

くにそのような地域では、前述の作業受委託

偽装的な賃貸借が、高いやみ小作料を伴いつ

つ現存 している。第三に、賃貸借市場は広域

的でなく、また徒らに広域的であってはなら

ないが、そのため集落など小地域の特殊事情

が反映しやすい。集落ごとに異なる地代が取

り決められたりするのはその一つの反映であ

る。第四に、確かに戦後自作農 という意味で

は出自を同じくしつつも、今日では借 り手側

も、親戚関係などか ら受け身的に借 りるケ-

ス、借り足 し的なケース、本格的に農業専業

で生活するための借地経営など広範に分化 し

ており、それぞれの自己労働評価水準が切 り

売 り労賃水準から他産業並み賃金まで大 きく

異なっており、支払可能地代の水準も異なる。

このような現実を踏まえると、なお誘導政

策 としての標準小作料制度は一定の現実的意

義をもっているといえる。

しか しここでもまた制度理念と現実は異な

る。1995年 に調査した佐賀県の二つの市町の

事例についてみると、三養基郡T市 では、現
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在の標準小作料30,300円 以下の小作料がかな

りみられる。さらにここでは農協直営の借地

経営が2.5俵 という地域最高の地代を出して

おり、農協関係者は 「他の借 り手農家も高い

地代を払えるよう経営努力すべきだ」として

いる。 しかもこの 「低い」実勢地代は必ず し

も市場地代ではなく、借り手農家が集落に対

して 「あなた方の農地を我々がいつまでも借

りられるよう地代を下げて経営を成り立たせ

てくれ」と説得した結果でもある。

ここでは、標準小作料の趣旨はむ しろ借 り

手農家の努力の方に現われているともいえる

が、さすがに農協 も含めて地代の引き下げ努

力が始められている。T市 は94年 に農協職員

2名 の出向による農業公社を設立 して農地の

仲介を始めているが、 このような努力の継続

が望まれる。

他方、杵島郡A町 の場合は、現在の標準小

作料37,000円 が底値の位置にあり、それと改

訂前の過去2回 の標準小作料の水準をあわせ

ると調査件数49件 のほとんどを占め、タイム

ラグを伴いつつも標準小作料が規範性をもっ

ているといえる。

同 じ県内でもこのように標準小作料の位置

が異なること自体、その適正な算定に基づ く

規範性の確保が課題だといえる。

ただし今日のようにかなりのスピー ドで地

代が下がる時代には、A町 のように過去の契

約時の標準小作料が地代引き下げを妨げるこ

とになりかねない。かといって年々の地代変

更は、所有者に実質的に経営 リスクを負担さ

せるものとして賃貸借概念そのものをあいま

いにさせかねない。賃貸借の契約期間(利 用

権の設定期間)と は別に小作料は時々の標準

小作料をもって当てる(標 準小作料の改訂に

あわせて契約地代を変更する)と いったよう

な契約上の工夫 もありうるのではないか。

3.賃 貸借管理の強化

賃貸借の今 日的な特徴として、次の二点を

あげることができる。

第一は、貸 し手はほとんどが 「土地持ち非

農家」化 している点である。かつて近畿など

で 「30aの論理」が語 られた。自家用その他

の目的に最低限耕作可能な30aを 残 して貸 し

に出すという論理であり、農業者年金制度が

第三者委譲の際に10aの 自留地を認めたのも、

そのような面を認めたものだろう。 しかし今

日では、先の佐賀県T市 で貸し手の85%、 必

ず しも労働市場等の展開にめぐまれないA町

でも80%が 土地持ち非農家化 している。また

先の秋田県H町 の調査事例のうち、土地持ち

非農家の割合は58%で ある。調査地は リンゴ

との複合経営地帯であり、借 り手のないリン

ゴ畑を自作せざるをえないため、 「農家」の

割合が相対的に高 くなっているといえる。

第二は、佐賀でも秋田でも賃貸借事例の15

～20%み られたが、前に借りていた人が作れ

な くなって新たな借 り手に回ってきたという、

いわば 「貸借地のたらい回 し」現象である。
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以上の二つの現象のうち、第一の点につい

ては、借 り手農家の話では、 「土地持ち非農

家の一代 目」すなわち自らが先祖伝来の農地

を貸 しに出した者の場合は、まだ農業に対す

る理解もあり、地代等についても無理なこと

は言わないが、二代目以降になるとそういう

理解は得 られな くなることが懸念されている。

現に農道や水路の補修についても借 り手がや

るのが当然という態度だと言う(逆 に農業へ

のこだわ りがな くなった分だけ、作 り交換や

地代引き下げが容易になると見方 もできる)。

いま一つの懸念は土地持ち非農家における

農地相続の問題である。実態 としての一子

(一括)相 続が継統してきたのは、その一子

がともか く農業するからであり、推定相続人

と目される長男等がはじめから農業 していな

いとなれば、一子相続の前提自体が崩れ、分

割相続の可能性が高まる。そのような危倶に

対 して、おな じく農家の意見として、農業は

しな くなったとしても、親の扶養 と位牌の管

理をする者が、そのコス ト分として一括相続

するだろうという見方もある。か くして、分

割相続の事例が散発 しはじめているが、それ

に伴って賃貸借に変更がおこる(取 り戻 し

、借 り人の変更、地代の改訂な

ど)と ころまではいっていないようである。

しか し 「土地持ち非農家化」が、少なくと

も論理的にはそのような可能性を十分に含ん

でいることを、農地管理政策の課題 として確

認 しておく必要がある。とはいえ相続等の家

族関係に政策が関与 しうる余地は限 られてい

るとすれば、問題は最終的には 「土地持ち非

農家」の二代目以降を含む 「むら人」として

の規範形成にかかっているといえる。

その点で懸念されるのは、集落組織の二重

性である。すなわち集落 は従来か ら、住民

自治組織および行政の末端機構の面(「 区」

「公民館」 「自治会」など)と 、農家組織お

よび農協の末端機構(「 農家小組合」 「営農

組合」など)の 二面をもってきた。最近では、

集落の各代表が、その運用を 「とりちがえ

る」(た とえば農業関係の会合に非農家まで

招集する)と 厳 しい批判を受けることがある

という。か りにこれを 「集落組織の峻別化」

とすれば、そのような傾向は土地持ち非農家

が増大するなかで、農業 ・農地 ・地域資源等

に関する地域規範を形成 していくうえでプラ

スには働かないだろう。それに対 して、例え

ば鳥取県赤碕町の大父集落は集落の自治機能

と農事組合活動をつなぐ組織づ くりをめざし

た 「集落活性化委員会」をつ くり、環境美化、

ふるさと文化の伝承、コミュニティ活動など

により 「非農家を含めた住民の参加意識」を

育てていったという(9)。

第二の 「貸付地のた らい回し」については、

「たらい回 し」できた限りで問題は生 じてい

ないといえるが、地域 としての賃貸借地の

「受皿」づ くりが重要になっており、Ⅱ一3

に述べた担い手農家の自主的組織化や後述す

る集落の担い手育成機能の強化が必要である。
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4.規 模拡大と農地集団化

各地での規模拡大農家の調査を通 じて指摘

される問題点は、耕地分散、水管理 ・畦草刈

り、転作消化の 「御三家」であり、さらに地

代負担や土地改良費負担が続 く。とくに耕地

分散による大型機械の移動に伴 う事故が懸念

されている。

このうち水管理 ・畦草刈りは、水利施設や

畦畔の形状によって難易度が異なり、また出

し手農家の状況によっては、所有者や高齢者

等に再委託する事例もみ られる。再委託は、

委託者の 「農業離れ」を防ぎ、地域農業への

関心をつなぎとめるうえで有益だが、作業受

委託と賃貸借の問をあいまいにする要素にも

なる。また出し手としては、そもそも水管理

や畔草刈 りができなくなったから、機械作業

委託から賃貸借に移行 したという事情や、農

地を貸 したというより、土地管理を委託 した

という思いもあり、その管理の中枢部分を返

されるのは本意でないことにもなろう。

かくして地主にやらせる位なら、機械作業

受委託形態をとるべきだし、再委託するなら

地権者というよりは集落営農的なものへのそ

れとなろう。

そしてこれ らの負担を軽減する究極の方法

は次の耕地分散の止揚である。耕地分散に対

しては、合理化法人の中間的な土地取得機能

による集団化のほか、借り手同士の借地交換

(作 り交換)が 必要になる。

作 り交換を していくうえで、通常は地主の

理解が得 られないことがネックにあげられる

が、意外に、借 り手同士の話 し合いが進まな

い事例が多い。貸 し手、借 り手の個別的な人

間関係等を乗り越えて作 り交換を進めるには、

「誰に貸 しても同じ」という良好耕作のモラ

ルとそれを具体化 した標準作業マニュアルが

必要である。 「車速はこれ ぐらい、ロ―タリ

ーの深さは、回る回数はなどオペレーターで

確認」する 「目あわせ」である(10)。

このような作業の標準化のためにも、そし

て借り手間の利害調整にも、前述の認定農業

者や借り手の組織化が必要になる。

静岡県袋井市山崎地区は借地交換が進んだ

事例として知 られている(11)。同地区90haの

水田は、その半分近 くが利用権設定されると

いう流動化率の高さであるが、地区内には2

戸の規模拡大農家 しかおらず、他地区から3

戸の農家が入り込み、借地獲得競争 と借地の

分散が激しかった。

そこで1992年 に、65筆、所有者45名、12ha

の水田について作 り交換を行い、それにより

5戸 の農家はかなりの集団化を果たせた。交

換にあたっては、借地期間はとりあえず利用

権設定の残期間を引継 ぎ、小作料は標準小作

料に統一 し、金納 ・物納の違いは当事者間の

調整にゆだねた。

この作 り交換にあたっては農協の役割が大

きかった。農協は、市内の将来の担い手農家

等が20戸弱に限定され、さらに彼 らもまた営

農継続できなくなる可能性があるとして、条
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件の悪い田圃や担い手農家の営農継続が困難

になった場合の受皿として有限会社形態の農

業生産法人をつ くりたい意向だった。そこで

先の5名 の借 り手農家が、自分たちと競合す

る恐れがなきにしもあらずの法人の設立を認

める代わりに、農協主導での同地区の農地集

団化を要求したわけである。合理化事業にの

せた場合は、利用権の解約に伴 う流動化奨励

金の返還問題をクリアできるという事情もあ

り、農協の合理化事業の活用につながった。

こうして91年 に設立された法人は借地14ha程

度をもつに至ったが、そのうち1.2haを 集団

化に提供 し、1.7haを 受け、分散的ではある

が面積を増やした。

このような作 り交換が成立した理由は、第

一に、地区面積の半分について利用権が設定

されるという流動化の進展、第二に、その反

面 として、 「圃場」 という言葉 さえ知らず、

ましてや自分の所有田の所在も知らない土地

持ち非農家の発生と 「無関心」、そして第三

に、法人の借地が調整弁の機能を果 した点で

ある。いいかえれば、第一のような条件の整

っている地域で も、作 り交換の成功には、合

理化事業の中間的農地保有機能による一定の

土地 ファンドが必須なことを示唆する。また

自作地の交換分合にまで及んでいないのも同

地区の限界である。

以上は水田についてだが、果樹作では圃場

条件による差異が大 きく、作り交換や集団化

は水田より困難だが、 「土地を動かせなけれ

ば人を動かせ」という発想の転換で、作業の

共同化や作業受委託の組織化を追求 している

ところもある(愛 媛県明浜町本浦地区)。

また畑作では、連作障害を避けるための作

り交換がなされる一方で、作目による適地性

の差異が大 きく、交換には困難もある。他方

では、水を相対的に使わない畑作には、水田

のような 「むらの領土」という考えはなく、

各集落か ら放射状にのびる農道にそって圃場

が展開し、各集落農家の所有農地が錯綜する

ことになり、結果的に借地も分散は している

ものの一定の半径内におさまる傾向もある。

そこで一層の改善ということになれば、個別

農家ごとの輪作を組めるだけの農場的団地の

確保 ということになろう(鹿 児島県頴娃町大

川地区)。 同町では、規模拡大に伴 う問題点

として、圃場分散よりも、圃場の区画や農道

が機械化畑作に適していない点が指摘されて

いる。

Ⅳ.構 造政策の推進組織

1.構 造政策の複線化

構造政策が強調される割には、自治体 レベ

ルで一本化された推進体制が整 っていないの

が実情である。その一つの背景として構造政

策の事業化 ・複線化があげられる。

従来から行政委員会として農地行政を担当

してきた農業委員会は、法人格をもたないが

故に補助事業の主体にはなりに くかった。そ

れに対 して農用地利用増進事業により、農地
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政策の構造政策化、構造政策の(補 助)事 業

化が進められ、その 「事業」の担い手 として

は農業委員会ではな く市町村が適切 とされた。

農協は、従来は組合員平等の組織原理か ら

して組合員内の農民層分解につながる農地流

動化への関わりはさけてきたきらいがあり、

基本法農政にも反対 して、農水省の行政ルー

トか らいったんは外され、米価引き上げの圧

力団体となった。 しか し1970年代からの米過

剰によって価格交渉力を失 うに至り、行政の

生産調整政策への協力関係を深め、1980年 代

に入ると構造政策との関連を強めるに至った。

さらには大規模農家の農協離れの食い止めと

ライスセンター ・カントリーエレベーター等

の施設稼働率の確保を狙いとして、農地保有

合理化法人の資格を得るなどして、制度的に

構造政策に深くかかわるようになった。

こうして構造政策の一線に、従来か らの農

業委員会、行政、農協が横並びするようにな

った。さらに最近では市町村農業公社 も各地

に登場し、その多 くは農地保有合理化法人の

資格を取得 して構造政策を担うようになって

いる。

そうなると独自の財源と人事をもたず、首

長部局に依存せざるをえない農業委員会の分

は悪 くなる。流動化に伴 う諸コス トは、行政

は丸がかえであり、農協 も経営が厳 しいとは

言え、とんぶり勘定で負担可能であるが、農

業委員会には独自財源はないからである。

それに追い討ちをかけるように、農業委員

会は 「農地法の影」を負っていているが故に、

今 日的な賃貸借の推進主体にな じまない、

「農地法の番人」として座 して待つ態度で自

ら 「掘 り起こし」に歩かない、(と くに都市

近郊では)農 地の利権屋になっているという

さまざまなマイナスイメージがふ りまかれ、

農政当局 も農業委員会の組織財政の抜本的な

強化策をとらず、問題を放置 して農業委員会

の弱体化 ・相対化をまねいた。

代わって特に期待されているのが 「第二農

水省化」した農協組織である。しか し農協は、

それが本来の組合員組織であり共販組織であ

るならばともかく、金融保険事業に深 く傾斜

し、その一環として農地を担保にとって金融

資産として扱い、さらには市街化区域につい

ては宅建業務も行なう経営体となっており、

そのような経済的性格からして農協が農地の

権利に介入することは慎重を要する。

当面は農協の農地保有合理化法人は、所有

権には及ばない範囲で事業をすることなって

いるが、そもそも利用増進事業に利用権 と所

有権がともに組み込まれたのは、その一体的

移動性に注目してのことであり、利用権に限

定することは無理があり、いずれ農協の所有

権移動への関与に道が開かれると、同じ経済

団体としての財界が黙 っていないことは、1

-1に みたように明らかだからである。

また賃貸借や作業受委託に限っても、先の

「経営受委託」にもみるように、農協は農地

の経済的管理の観念に乏 しく、組合員間の横
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並び的な平等性を追求 しがちである。

しかも最近の農協系統は、金融自由化の嵐

を広域合併と系統二段階制への移行によって

切り抜けるべ く組織再編に遭進 しており、営

農指導面にかかわる土地利用調整機能に取 り

組むゆとりは乏 しく、また自治体の範囲を大

幅に上回る郡市農協に広域合併 した暁には、

地域から離れていくことが懸念されており、

必ず しも農政の期待に即応する状況にない。

か くして農政による構造政策の複線化が も

たらしたものは、複線ならぬ混線化である。

2.構 造政策-元 化の動き

このような状況を踏まえ、地域か ら構造政

策の担い手組織を一元化 しようとする動きが

強まっている。その一つはハ― ドな新組織で

ある市町村農業公社設立の動きであり、もう

一つはソフ トなネットワーク組織の追求であ

る。

(1)市 町村農業公社化の動き

1997年4月 現在で市町村農業公社は92、 う

ち全部あるいは一部が特定農山村法の指定を

うけている町村が60と2/3を 占める。地域的

には北関東が18、 山陰と九州が各15、北陸と

山陽が各10で あり、とくに多い県としては栃

木12、 島根8、 鳥取7、 岡山 ・大分が各6で

ある。これ らの地域では、北関東を除き特定

農山村における設立が圧倒的である。

市町村農業公社は、地域農業振興(新 規作

物の開拓)、 農地保有合理化事業、作業受託、

経営受託(経 営代行)、 農業後継者育成など

地域のニーズに即 した多様な機能を担 ってい

るが、そこには二系列の成立背景があるよう

に思われる。

第一は、既に1で みたように、そ してまた

特定農山村法指定町村が多いところにも現れ

ているように、個別農家レベルでは、あるい

は 「むら」 レベルでは農作業 ・農業経営の担

い手を確保 し難 くなった状況への対応といえ

る。実はそのような状況が都市近郊で も高ま

ってきたことへの多分に予防的な対応が、平

場地帯でも市町村農業公社の設立が追求され

る一つの理由で もあろう。

第二に、平場 も中山間地域 も含めて地域普

遍的に市町村農業公社の設立が追求されだ し

たもう一つの背景には、他ならぬ構造政策行

政の欠陥がある。

すなわち、①前述の行政 ・農業委員会 ・農

協等の流動化政策の担い手の複線化である。

それによって各機関がバラバラに流動化を追

求するようになり、その反省から、構造政策

の推進主体の一元化が強 く望まれるようにな

った。

②縦割 り行政の極端化である。本省の各係

ごとに補助事業が予算化され、それが地方農

政局、県、市町村の各段階において縦割 りで

下ろされてくる。構造政策の複線化がそれに

拍車をかける。それに対 し農家に直接に対す

る末端市町村はバラバラに行政はできないの

で、各事業の整理統合が必要になる。
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③市町村の担当職員のめまぐるしい人事異

動である。農地行政は、高度の専門性と農家

との深い信頼関係を必要 とする部門として、

事情に知悉した農業者自らが行政に携わる行

政委員会方式が戦後導入された。そして農業

委員会は農地主事を心置することとし、その

身分を保障したが、実際には農業委員会の6

割は農地主事を置いていない。その人事は首

長部局ににぎられ、一般行政職員の人事ルー

トにのせ られ、さらに行政そのものが縦割り

補助事業に左右されることによって、在任期

間が極端に短期化 し、専門的職員の育成確保

をさまたげている。 これは市町村の農政部局

について も言えることである。このような欠

陥を補 うには、行政や農協の人事ルー トか ら

自立した専門職員ポス トの確保が必要になる。

④複線化のなかでの行政 と農協の取 り組み

の組紐である。すなわち行政側か らすれば、

自治体規模をこえる広域合併により農協が地

域離れする懸念が強まっている。他方で農協

側からすれば、行政の広域化と職員の在職期

間の短期化によって、行政の地域把握力の低

下が懸念される。

このようななかで、主として行政の側か ら

農協を地域につなぎとめる方策として、共同

出資 ・出向等による公社化が提起されるわけ

である。具体的には、農協が従来その農業機

械銀行活動等を通 じて行なってきた作業受委託

の斡旋機能の受皿が必要である。

こうして自治体と農協で一つの別組織を作

り、専門担当者を確保 して農地流動化に関わ

る縦割行政を一本化 し、あわせて現業部門を

担おうというわけである。

およそ公社化の成立要因をこのような二系

列で捉えた場合、まず第一の要因については、

地域に農作業、農業経営の担い手が本当に見

当らず、あるいは見当らなくなる恐れが強い

地域では、農業経営を補完 ・代行する組織が

確かに必要だといえる。

しかしそこには次のような問題がある。①

本当に地域に担い手がいないのか、担い手を

育てられないのかは慎重な検討が必要である。

とくに平場地域では現に存在 している担い手

農家と公社が競合 している事例もみ られる。

担い手農家と競合せず、担い手農家を補完 し

育成するような機能調整が必要である。②公

社が必要だとした場合にも、それが、どこま

で、いつまで農業経営を代行できるのか、あ

るいはすべきかを考える必要がある。③ 「公

社」を名乗る公的な機関が農業経営を補完 ・

代行する(そ の限りで私経済部門を担う)に

あたっては、それがなぜ 「公共の福祉」なの

かを証明する必要がある。それは本稿の立場

か らすれば農業が果す食料生産と国土環境保

全の二つの機能面に即 して追求されるべきだ

ろう。

それに対 し、第二の要因か らは、公社化の

必然性は必ず しも導きだされない。なぜなら

それは、既存の行政の欠陥を別の組織を作る

ことによってバイパスしようとしているに過
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ぎないからである。別の組織を作らなければ

是正されないほど、今 日の行政の欠陥は根深

いともいえるが、そうであればこそ求められ

るのは地方行政改革であり、仮に全国全ての

自治体に 「公社」ができたことを想定すれば、

それは地方行革の対象以外のなにものでもな

い。また 「公社」は農民自治や議会のコント

ロールから脱 しやす く、その意味では一層の

複線化をもた らすことにもなりかねない。

か くして市町村農業公社は、地域における

ギリギ リの必然性に根ざす必要がある。

(3)ネ ットワーク組織化の動き

公社化という現業部門を囲い込んだ、その

意味でハー ドな対応に対 して、組織面でのソ

フトな対応 もみ られる。

第一は、 「地域農業振興協議会」といった

名称の協議会組織の形成である。すなわち自

治体 レベルでの農業委員会、行政、農協、土

地改良区、共済組合、県の農業改良普及セン

ター、さらには農家代表(作 目別、婦人、青

年)な ど関係者を糾合 した協議体を形成 し、

そこに農地管理 ・構造政策など農政のソフト

事業の立案実施を委ねようとする動きである。

それは公社化の前段であるという見方 も成立

しないわけではなく、また協議会にとどまる

限り組織間の不協和音が絶えない欠陥も予想

されるが、先の複線化に伴う混乱への一つの

対応策であ り、その核に農業委員会を据える

ことによって、地域 レベルから農業委員会の

強化を図 る策 ともいえる(山 形県羽黒町な

ど)。

第二は、農地に関する状況を同 じくし、出

入作 もありうる地域が市町村の枠を越えて一

体的に農地管理、たとえば小作料や作業料金

の統一を図ろうとする動 きも出てきている

(山形県酒田 ・飽海地区農業担い手セ ンタ

ー) 。これにはいろいろな背景が考えられる。

①標準小作料の算定等にあたっては、県の地

方事務所等の単位において県の 「行政指導」

のもとに横並びの算定になりがちだが、そう

ではなく基礎自治体自らが真に地代形成を共

にすると考える地域ごとに小作料や作業料金

を統一することで、自治体の枠にとらわれな

い規範性を追求しようとする動きといえよう。

②そのためにも、地域の中核的な農業委員会

等が周辺町村の力量をカバーする動 きといえ

る。③農協の広域合併に対応 して、その合併

が地域的特性を共通にする限りで、それに対

応 した農地管理の広域化を図る動きといえる。

第三は、借 り手農家自らが農業委員会の音

頭等で組織化を図り、自主的に借地の合理的

配分(面 積調整、団地化の促進)に 乗り出し

ているケースもみ られるようになった。前述

のように認定農業者制度を一つの 「運動」と

してとらえるなら、いつまで も行政との関連

での 「認定」農業者ではなく、彼 ら自らが組

織化を図 り、このような農地の調整に取り組

む必要がある(宮 城県南方町アグ リセ ンタ

-)。

このようなソフト対応は、どちらかといえ
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ばなお担い手農家が層をなして存在する地域

において、その一元的な調整機能を追求す る

ケースが多い。 しか しこのようなソフ トなネ

ットワーク組織は、ハー ドな市町村農業公社

が直面 した、行政一元化、専門職の確保育成、

行政と農協の一体化などの課題をどれだけク

リアできるかは未知数である。

例えば島根県横田町では、農林振興対策協

議会が企画立案を行い、農業公社が事業実施

を担当するという二本立てで対応 しているの

も、その困難さの自覚といえよう。

いずれにせよ、それぞれの地域において構

造政策の一元化が強 く求められている。その

具体的な組織化にあたっては、それぞれの地

域がおかれた状況、なかんずく担い手農家の

確保状況と既存の組織間関係を見据えた対応

が望まれる。

3.構 造政策と集落

最後は再び集落の位置づけにもどっていく。

今日の農政は、目的としては 「農業者」 「経

営体」という 「個」を重視 しつつ、手法的に

は大区画圃場整備を通 じる農地の集積 ・団地

化や新生産調整政策等を通 じて、集落機能へ

の依存を-一層強めているのが現実である。集

落の 「手段化」ともいえよう。その根拠はつ

まるところ集落に土地利用調整機能があると

いう仮説であり、期待である。

農用地利用改善団体はその一つの具体化で

あるが、実際には看板を掲げているだけの集

落が多い。そうなるのは、集落が農地流動化

という意味での土地利用調整には本来な じま

ないものをもっているかではなかろうか。集

落の会合の話題について調査すると、農道や

水路の補修、圃場整備、生産調整等について

は話し合われているが、正面 きって農地の流

動化が話されることはほとんどない。

日本の農業集落 ・「む ら」は、生産面では、

今日に至るまで水や入会地の共同管理による

地力維持の単位として連綿として存在 し続け

て きた(入 会共同体は少な くなったとはい

え)。 また生活面では直系家族 ・ 「いえ」の

集まりとしてライフサイクルの局面を異にす

る農家の時間的(世 代を越えた関係)・ 空間

的(同 世代の関係)な 共同体 として存在 して

きた。このような 「時空共同体」 として、

「むら」は自らの存在を脅かす外圧、あるい

は共同体を越える資源再配分に対 しては、一

致 して対抗 ・対応してきたが(「 む らの土地

はむらの内へ」という農地流動化規範のその

一つといえる) 、共同体内部の資源や権利の

再配分については中立的あるいは抑止的であ

り、それ故に時々の階層 ・階級対立を超えて

存在 し続けてきたといえる。

そうであれば集落内における権利面の調整

に及ぶような農地流動化の話は、正式の議題

としてはむしろタブ―視されるのが普通であ

り、集落にそのような機能を期待するのは始

めから見当違いだといえる。

ならば今日の農業集落は構造政策と無関係
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なのかといえば、必ず しもそうではない。集

落は自らの存亡の危機を招 く外圧に対 しては、

一致団結 して対抗 ・対応するとしたが、今日

そのような危機の一つとして、近未来の集落

農業の担い手問題が浮上してきている。集落

がそれを自らの危機 として自覚する時、そう

しなければ座 して消滅を待つ しかないという

認識が 「む ら」人に生まれたとき、集落は担

い手の育成機能を果たすべく、そのための土

地利用調整にもとりくむことになろう。つま

り、土地利用調整それ自体ではな く、集落保

全 という目的の 「手段」としての農地流動化

である。

ただ集落で集まって 「農地流動化を」 とい

って も白けるだけだが、 「むらづ くり」の話

し合いだとか圃場整備への取 り組みといった

具体的に 「むらの将来をどうするか」という

話し合いのなかでは農地流動化 も話題になる

ということも聞かれる。つまり手段としての

農地流動化には、方法論や具体的な仕掛けが

必要なのである。その一環として、先のハー

ド組織あるいはネットワーク組織 と 「むら」

がいかに連携するかが課題になる。

今日の構造政策の課題は、集落にス トレー

トに土地利用調整機能を求めることではなく、

間接的にはそれにつながりうる 「集落農業の

将来の担い手」育成機能に着目することであ

る。そのためには行政が、経営選別や経営組

織の特定をあせるのではなく、 「将来の集落

農業の担い手」を地域 ・集落自らが育成 して

いく 「運動」を支援 していく必要がある。
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表1借 地および請負わせ面積の割合
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