
5「これからの土地利用型農業と制度・政策のあり方」

［都道府県農業公社幹部職員研修会講演録］

日時：平成24年11月30日（金）
場所：主婦会館プラザエフ

「これからの土地利用型農業と制度・政策のあり方」

名古屋大学大学院生命農学研究科教授　生　源　寺　　眞　　一

　おはようございます。ご紹介いただきました生
源寺です。都道府県農業公社の役員と幹部職員の
皆様の前で，と言うことは，制度・政策や現場の
状況について非常によくご存じの皆様を前にお話
するわけで，いささか気が引けるのですけれども，
こんな切り口もあるかなといったことを，一つ二
つお伝えできればいいかなと思っております。
　今日は三つの柱でお話をしようと思います。一
つは「水田農業を中心に，これからの土地利用型
農業の形をどう考えるか」ということです。そん
なに突飛なお話をするつもりはありませんが，こ
ういう農業であれば消費者，あるいは納税者，有
権者としての国民もサポートすることに同意でき
る視角といいますか，切り口も頭に置きながらお
話をしたいと思います。
　二番目はやや刺激的に「混迷の農政にどう向き
合うか」というテーマで，この20年ほどの農業政
策を振り返ります。その上で，人・農地プランに
ついて考えてみたいと思います。実は昨日も現場
の農業者や行政担当の方と少しお話をする機会が
あったのですが，人・農地プランについていろい
ろ苦労されていました。率直に申し上げて，人・
農地プランにはちぐはぐが多すぎます。今後手直
しということもあり得ますけれども，問題が生じ
ている根本の原因は何かを改めて考えてみる必要
もあります。それが次の制度設計に向けて，よい
形への改善に繋がるのではないかとも思います。
　以上を踏まえて，三番目は「制度・政策の基本
問題」です。私自身，例えば全国農業会議所など
の仕事で交換分合の実施地区など，いろいろ現場
を歩いてまいりました。ただ，多くは10年以上前
のことですので，少し感覚がずれているところが

あるかも知れません。それでも，イロハの問題に
ついて，あえて幾つかご指摘できればと思います。

これからの土地利用型農業（水田を中心に）
　最初の柱の「これからの土地利用型農業」につ
いては，四つの観点から申し上げたいと思いま
す。一つは農地の規模です。もう一つは経営の厚
みを増すという観点です。最近は６次産業化，あ
るいは自公政権下では農商工連携と言っていまし
たでしょうか，経産省からみるのか，農水省から
みるのかによっても違いますけれども，私はこの
ような要素も含めて「経営の厚みを増す」と表現
しております。別の言い方をしますと，「雇用力
のある農業経営」ということにもなります。それ
から三番目に法人農業の観点。そして四番目，こ
れも制度・政策の問題に絡んでまいりますが，地
域資源の観点。例えば農業水利施設，あるいは集
落の公民館なども地域資源と言っていいと思いま
すが，これの維持・継承の観点からです。
　最初に農地の規模ですけれども，私どもはモン
スーンアジアの歴史を背景にしているわけで，そ
の中で可能なこと，不可能なことをわきまえた上
で，近未来の日本の農業・農村の形を明確なビジョ
ンとして描き出すことが大切だと思います。日本
でアメリカのような200ヘクタールとか，オース
トラリアの3,000～4,000ヘクタールといった農場
を作り出すことは不可能ですし，望ましいことで
もないと考えております。
　それから，今日のお話の特に前半は，日本の農
業問題，あるいは食料問題の悩みというようなこ
とになるわけですが，実はアジアの国々が既に直
面している，今まさに直面し始めている，あるい
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はこれから直面する問題を，日本がある意味では
先取りしてきたということもできると思います。
そんな私どもが，有効なモデルを提供することが
できるのか，あるいは反面教師に終わるのか，こ
れが今の日本の農業・農政に問われているような
気がいたします。
　下のようなグラフをご覧になった方も多いので
はないでしょうか。これは稲作について，横軸に
規模をとり，縦軸に60キログラム当たりの費用を
とったもので，黒いポイントが都府県，白が北海
道のデータです。現在の稲作の平均規模は１ヘク
タールです。したがって，このグラフでは一番左
端に位置し，統計上のコストとしては２万円，あ
るいはそれを超えるようなレベルです。規模が拡
大するにつれてコストは下がっていくのですが，
10ヘクタール前後で大体横ばいになる状況です。
このパターンとなっている点にはいろいろな要素
があると思いますし，また地域による違いもある
かと思いますが，都府県であれば，やはり圃場の
分散の要素が働いているはずです。

は品質が劣化することで，むしろコストアップ要因
が働き始める。ですから，自然条件の制約の下で，
あるところで効率の改善にストップがかかる状態だ
ということができるわけです。
　いずれにせよ，現在の技術でいえば，10ヘクター
ル程度まで規模を拡大すれば，ということは現状
の10倍程度ですが，日本の条件の下でベストの状
態が実現される点は確認しておきたいと思いま
す。この規模ですと平均費用で１万1,000円程度
でしょうか。これは現在の技術でも可能なのです。
もちろん直播の体系が安定的に定着するといった
ことがあれば，このカーブの形状が変わる可能性
はありますが，現状でも効率の大幅な改善はでき
るわけです。
　今申し上げましたように，作業の適期幅といっ
た点には地域差がありますので，そこは注意する
必要がありますけれども，作業のユニットとして，
稲作で10ヘクタール程度，生産調整がありますの
で，水田作の面積としては15～20ヘクタール程度
が，当面の規模拡大の一つの目安だと言ってよい
と思います。どちらも現状の平均の10倍というわ
けです。ただ，土地利用型農業については，家族
経営，例えば夫婦２人を前提にした感覚で規模を
捉えることは視野が狭過ぎる，そんな時代になっ
ていることも意識しておく必要があります。
　私は，名古屋に移る前からですが，中日新聞主
催の農業賞の審査委員長を10年ほど務めておりま
す。40歳以下の農業者が対象なのですが，このと
ころ，親子と兄弟，夫婦２組といった形で，家族
といっても拡大家族というか，人数の多い経営が
上位入賞者に出てきました。この場合，複数の作
業ユニットがひとつの経営の中に結合されている
ケースもある。あるいは法人経営で従業員が７人，
８人，あるいは15人となれば，これも複数の作業
のユニットが経営としてまとまっているわけで
す。今，作業のユニットとしては15～20ヘクター
ルが目安だと申し上げましたが，経営の規模とし
てはその何倍ものサイズということはあり得るわ
けです。このような経営については，集落の範囲
を優に超える生産組織，あるいは農業法人が活躍

　ただ，北海道も同じパターンです。北海道の場
合，圃場の分散は余り考えなくていい。もともと開
拓時の植民区画がベースになっているからです。で
は，なぜこういうパターンになるかというと，作業
の適期幅が限られているからです。一年中田植えが
できれば，田植機の償却費負担を大幅に下げるこ
とができますけれども，現実には２週間，３週間に
集中的に行わなければならない。それを超えて，も
ちろん田植えはできますが，収量は落ちる，あるい
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していることもご承知のとおりです。残念ながら，
まだ点的な存在ではありますが，そういった規模
の経営が技術的に可能であることは確認されてい
るわけです。
　逆に10ヘクタールに満たない規模でも十分生計
が成り立っている経営もあります。例えば高級果
樹を組み合わせる，あるいは長野あたりであれば
キノコを組み合わせるなど，いろいろなタイプが
あります。ですから，面積で経営の規模の評価を
すること自体，いささか一面的とも言えましょう。
その意味でも，規模の捉え方について，私たちは
もう少し柔軟に，時代の変化に合わせて考えてい
く必要があるように思います。
　水田作で15ヘクタール，20ヘクタールと申し上
げましたけれども，実現の可能性としてはかなり
高くなってきていると言ってよいでしょう。ただ
し，どのくらいのスピードでということになりま
すと，これはいろいろ議論があります。
　下図は５年ほど前のデータです。販売農家に限
定されていますが，それでも１ヘクタール未満が
７割です。この層の経営主の平均年齢が60代の後
半です。よく言われることですが，これだけ高齢
化が顕著に進んでいますので，農地が貸しに出て
くるテンポは，今後ますます加速されると申し上
げてよろしいかと思います。既に農業センサスな
どで，そういう状況は確認されております。
　なお，１ヘクタール未満層の農業所得をご覧い
ただきますと，ゼロまたはマイナスです。つまり
生計費を得るという経済的な行為としての農業で
はないと申し上げてよいと思います。ついでに総

所得ですが，表のもとになった統計は世帯員全員
の所得を把握しておりません。2003年までの統計
と2004年以降の統計ではこの点が違っています。
ご注意いただきたいと思います。例えば，2004年
以降のこの種の統計には，農業にタッチしない息
子さん，娘さんの所得は入っていません。農業に
従事する人の所得のみがカウントされていますの
で，小規模農家は総所得が少ないといった判断に
繋げることはできません。
　世帯全体の所得が把握されていた2003年までの
統計では，１人当たりの所得は主業農家が一番低
かったのです。準主業が続き，副業の所得が一番
多いのが現実の姿です。それほど大きな差ではあ
りませんけれども，確かめたことがあります。興
味のある方は，岩波書店の拙著『農業再建』をご
覧いただければと思います。

経営の厚みの観点から
　さて，次に経営の厚みの観点ですが，今も申し
上げましたように，職業としての水田農業，土地
利用型農業のためには一定の面積が必要です。た
だ，同時に経営の厚みを増す取り組みも大切だと
いうことを強調したいのです。
　基本的に二つのアプローチがあります。一つは
農業以外の産業の要素を取り込むことです。特に
農業の川下の食品産業，つまり加工・流通・外食
です。外食と言っても，なにも大げさに考える必
要はなく，例えば農家レストラン。流通と言って
も，農業経営が直接に販売するならば，これも流
通の事業を取り込んだということになるわけで
す。加工も，もち米をもちに加工するといったよ
うなことです。あるいは農業の横を流れている観
光，体験・交流，こういった要素をビジネスとし
て取り込む。
　もうひとつのアプローチは，農業のほかの部門
を取り込むことです。農業自体を複合化するわけ
で，これも多くの方々が実践済みです。施設園芸
や果樹生産などを組み合わせる。こういった形も，
労働を年間を通じて均等に配分できる点で意味の
ある工夫だと思います。
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　最初に述べた食品産業の要素を取り込むアプ
ローチとの関連で言うならば，現在の日本の食，
あるいは先進国の食の特徴の一つとして，食品産
業が存在感を増している点を押さえておく必要が
あると思います。下図を見ていただければわかり
ますが，農産物が市場経由で生鮮食品として消費
者のもとに届くルートは非常に限定的になってい
ます。言い換えると，素材産業と消費者の間には
加工・流通，あるいは外食の企業，組織，人が幾
重にも介在する構造になっているのです。産業の
連鎖という点でも，農業と食卓の距離が拡大して
いるとみることもできるように思います。
　もちろん輸送の距離も随分拡大しています。自
給率の低下は食料の外国への依存度の上昇ですか
ら，輸送距離の長大化もあるわけです。さらに，
産業の連鎖としての距離や輸送距離の拡大によっ
て，生産し，供給する側と消費者のあいだに，情
報のギャップが広がっていることもご承知のとお
りです。
　下図は2005年の飲食費の支出がどういう形態で
行われているかを示しています。飲食費の最終消
費支出が74兆円でした。７年前ですが，この年の
GDPが500兆です。ですから，政府支出などを除
きますと，数字はエンゲル係数の２割強の水準と
おおよそ対応しているわけです。
　ついでに申し上げますと，雇用という点で，食
品産業と農業・漁業におよそ1,000万人が従事し
ています。これは6,000万人ぐらいの雇用者の６
分の１です。それだけ食の産業のウエイトが大き
いことを改めて確認できるのですが，問題はこの

飲食費74兆円の内訳です。生鮮品が18％，加工品
が53％，外食が29％という構成であります。
　このことを別の観点でみますと上の表になりま
す。この表は，74兆円が食の関係の産業の間にど
のように配分されたかについての推計の結果で
す。74兆円のうち，農業・水産業に行き着いたの
は14.5％です。輸入加工品の中で外国の農業・水
産業に行き着くのもありますので，これよりもう
少し大きくなるわけですが，しかし２割を切る割
合の価値のみが素材産業に行き着いていることに
なります。残りは製造業，外食産業，あるいは食
品流通業に帰属しているわけです。農家の皆さん
にこのお話をすると，流通業が取り過ぎだといっ
た反応が返ってくることもありますが，流通と
言っても，小分けしてパックするなど，人を使い，
場所も使いながら，さまざまなかたちで価値を付
加しているわけです。
　これを農業の側から前向きに考えると，川下に
はまだまだ付加価値を作り出す肥沃な土壌が横た
わっているとみることができます。この肥沃な土
壌を農業，農村の側にどうやって取り込むかとい
う問題意識に繋げていくことも大事だろうと思い
ます。存在感を増した食品産業が，厚みを増すア
プローチのうち，加工や流通や外食の要素に経営
のウイングを広げることの背景にあるというわけ
です。

法人農業の観点から
　次に法人農業の観点です。法人の場合，例えば
自前で乾燥調製施設を持つ形や，農業機械も大型
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化するといった点で，スケールメリットがさらに
加わることもあります。ただ，劇的にコストダウ
ンが可能かとなると，私はそうはみておりません。
むしろ法人の強みは，多くの従業員を擁すること
から，加工や販売の領域で専門的な力を発揮でき
る人材を確保する，あるいは育成することが可能
な点にあると考えています。６次産業化によって
小規模経営でもやっていけるというような話もあ
りましたが，ご承知のように，そんなに甘いもの
ではありません。食品の加工をするとすれば，安
全の基準の順守や取扱いの資格が必要です。まさ
に専門性の世界であります。夫婦２人ですと，ど
ちらかが加工に専念することは難しい。そういう
意味では，法人経営の強みは人材の配置の部分だ
ろうと思うのです。
　もう一つ，農産物を加工する，外食的な加工に
サービスを添えて農家レストランを経営する，あ
るいは民宿で農産物を提供するといったことは，
自分で値決めのできる製品を作り出していること
にもなるわけです。従来の多くの農産物の場合，
市場に出荷して，そこで決まった価格を受け入れ
るのが普通でしたが，農産物を加工する，包装す
る，あるいはラベルをつけることによって，自分
で値段を決める製品に変えることができるわけで
す。これは特に若い人にとっては魅力のあること
だと思います。もちろんリスクをとることにもな
ります。高すぎる価格をつければだれも相手にし
てくれませんし，余りにも安ければあっという間
に売れてしまいますが，儲けが残らないというこ
ともあるわけです。
　さて，法人とも関係しますが，農業と非農業を
分かつ壁が低くなったこともご案内のとおりで
す。私も特区段階から企業の参入状況については
ある程度ウォッチしてきたつもりです。2009年の
農地法改正で，解除条件付きの借地によって企業，
あるいはNPO等の農業参入はどの地域であって
も可能になりました。実際には，農業と親和性の
強い食品産業や建設業からの参入が多いようです
が，例えば会社の社員のトレーニングというか，
研修の場として農業の現場を使うなど，これまで

にはない動機による参入もあるやに聞いておりま
す。
　もう一つ，非農家出身の就農者，あるいは他産
業勤務の経験者の就農が増えていることも強調し
ておきたいと思います。例えば農業大学校で入学
者の半数以上が非農家出身になったのも最近の動
きです。先ほど紹介した中日農業賞の上位入賞者
の中にも，10年間は別の産業で働いていて，農業
をスタートして５年で立派な農業経営を作り上げ
たという農業者もいるわけです。
　農外からの参入者，あるいは一旦農外の仕事に
就いてから戻ってくる人々の存在は，農業を継ご
うかどうか考えている，迷っている，そういう農
家の子弟にとっても非常に勇気を与えてくれる現
象だと思います。自分の所属している産業が，人
がいなくなる，出ていく一方の衰退産業だという
感覚ほど悲しいものはありません。まだまだ壁は
あるにもかかわらず，少ない人数でも，外から飛
び込んでくる人のいる産業に自分が存在するとい
う自覚に，私は大きな意味があると思います。

地域資源の観点から
　次にもう一つ，地域資源の観点があります。現
代の日本の農業生産，あるいは今後，成長が順調
に続いて高所得社会に移行した場合のモンスーン
アジアの農業生産についても言えると思います
が，基本的には二階建ての構造のもとで営まれて
いるわけです。
　図の上層は市場経済に深く組み込まれたビジネス
の層です。つまり，できるだけ安く資材や生産要素
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を調達して，できるだけ高く，多く販売する。この
意味で，上層はサービス業や製造業と変わらないわ
けです。けれども，アジアの土地利用型農業はビ
ジネスの層だけでは完結しないところに持ち味があ
り，あるいは難しさがあると思うのです。資源の調
達をめぐって，農村のコミュニティの共同行動が営
まれていて，そこがいわば基層の支えとなって，全
体の農業の運行が可能になっている。そんな構造
がある。これが二階建ての意味であります。
　コミュニティの共同行動の典型は用水路の維持
管理活動です。私は研究者としていろいろな角度
から農業・農村を調査してきましたが，若いころ
の研究テーマのひとつが農業用水や土地改良でし
た。そのため，北海道から九州まで，古い用水，
新しい用水をたくさん歩き回りました。それぞれ
に個性はあるものの，やはりコミュニティの共同
行動の典型は用水路の維持管理活動だと思いま
す。私自身の経験から言いますと，水社会のルー
ルは瀬戸内沿岸あたりのため池地帯が厳しい。あ
るいは麦のあとにすぐ田植えが来る二毛作地帯に
も割に厳しいところがあります。用水の公平な配
分をめぐるルールも，地域のコミュニティの働き
の一つと言ってよいわけです。
　問題は，これが維持可能かどうかであります。
この論点は，最後のパートで申し上げますが，土
地改良の３条資格者の問題にもつながっていま
す。ここではインフォーマルな組織についてお話
していますが，フォーマルな組織としては，土地
改良区の問題になるわけです。なかなか難しい状
況のなかで，現場ではいろいろ工夫をしながら，
何とか継承してきたというのが，私自身の印象で
す。ただ，本当にこのままいけるかどうか，非常
に心配な状況があります。
　かつての等質的なメンバー，つまり規模が同じ，
生産品目も同じ，飼っている家畜も同じという等質
的な自作農の世界であれば，共同行動はお互いに
わかりやすい仕組みだったと思います。30戸の集落
で１戸から１人ずつ出役する。用水路の浚渫を行い，
草刈りを行い，その年の用水がつつがなく確保され
る。これは30分の１ずつの貢献と30分の１ずつの受

益という意味で極めてわかりやすい構造でした。し
かし今は，規模も極端に違います。専業農家であっ
ても，土地利用型農業でいく人もあれば，ハウス中
心という人もいる。もちろん農業はほとんど片手間
の人もいますし，もうやめてしまった人もいる。ある
いは，外からの参入というケースもあります。今後は，
先ほどの解除条件付きの借地という形で水田を耕
作するような企業も増加することでしょう。このよう
に非常に異質化した状態の中で，地域社会の共同
行動を維持するということになれば，これは決まり
だからという形では押し切ることができない状況も
出てくると思います。お互いに納得の上で，ここは
我が家がちょっと出し過ぎかもしれないけれども，
この部分でむしろ利益を得ているので，全体として
はバランスがとれているとか，今年はどうも負担が
多すぎるけれども，もう少し長い目でみれば，とい
うような感覚の下で，お互いに合意ができる仕組み
を作り出すことができるかどうか。これは非常に難
しい，恐らく，いずれは同じ問題にほかのアジアの
国々も直面するのではないかとも思います。

　もちろん，用水路をパイプライン化することで
負担をかなり軽くするということもありますが，
根本的に，例えば集落の集会場の維持管理などが
全くなくなるとは思えません。集会場も農業の相
談事をする場という意味では，地域のインフラな
のです。こういったものの維持管理システムをど
のような形で継承していくか。
　今，いろいろなタイプの農家，あるいは元農家
の方が存在すると申しましたが，実は，こういっ
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た資源管理にほとんど関心を示さない若い層が増
えてきていることも気になります。先ほど小規模
な水田作農家の年齢が高くなっていると申し上げ
ました。ある意味では世代の交代に失敗している
わけです。昭和一桁の世代の方は，年齢的にも，
高度成長が始まる前に就農しています。この方々
は専業でスタートして，その後，農閑期に土木・
建設の仕事をする，あるいは出稼ぎに従事すると
いうスタイルでした。その次の世代，つまり団塊
の世代前後になりますと，初めからフルタイムの
仕事に就いていた。ただし，土曜日や日曜日は田
植機を使いこなすことは可能でした。ところが，
さらにその下の世代になると，極端な場合，うち
の田んぼがどこにあるかがわからない。こういう
状況にもなってきています。それから，のちほど
も議論いたしますが，そもそもそこに住んでいな
い土地所有者もあるわけです。今，１割ぐらいか
どうか。この辺もきちんと把握しなければいけな
いわけですが，こうした状態が広がっていった場
合に，地域資源の維持管理のシステムをどう考え
ればよいか。すでに待ったなしに近い状況が私た
ちの前に現れているように思います。

混迷の農政にどう向き合うか
　次に，「混迷の農政にどう向き合うか」という
論題で，少し辛口のお話をしたいと思います。し
たいというか，せざるを得ないとの思いです。こ
れからお伝えしたいことは，ひとことで言えば，
筋の通った政策であるべきだということです。こ
ろころ変わるのはもちろん論外でありますけれど
も，筋が通っていて，国民の皆さんからみても，
これは当然でしょう，あるいは仕方がないねと
いった消極的な支持でもよいのですが，とにかく
サポートを得られるような政策であってほしいと
思うのです。ましてや「農業村」の中だけで決め
て，外にはその事実が知られないようなことがあ
ると，いずれとんでもないしっぺ返しを食らう可
能性すらあるのです。
　表は農政の20年の年表です。1992年の「新しい
食料・農業・農村政策の方向」（新政策）を農政

の大きな転換点と位置づけてよいと思います。後
ほどのお話との関係で言いますと，農業経営基盤
強化促進法が直後の93年に制定されています。新
政策では「効率的・安定的経営体」と表現されて
いましたが，農業経営基盤強化促進法，そして99
年の食料・農業・農村基本法では「効率的かつ安
定的な農業経営」となったわけです。この育成を
目指すのが基本的な路線であり，それが現在まで
法制度上は生きているわけです。「法制度上は」
というあたりを後ほど議論したいと思いますが，
その後，食糧法の施行と食管法の廃止や，基本法
の制定など，基本路線に沿った政策が整えられて
きたわけです。少し遅れた面があるかなとは思い
ます。食の安全の問題で農林水産省が苦労した状
況とかもあって，少しスピード感に欠けた時期も
あったわけですが，基本的な方針は変わっていな
かったと思います。
　その延長線上で2006年には略称で「担い手経営
安定新法」が制定され，2007年には経営所得安定
対策，当時は品目横断対策などとも呼ばれた政策
が実行に移されました。その後，いろいろ混乱が
生じるわけです。すなわち，2007年度に経営所得
安定対策を本格導入したばかりの７月に参議院選
挙があり，ここで戸別所得補償を掲げた民主党が
大勝利を納めました。政権交代には至っておりま
せんでしたが，あの年の秋から冬にかけて，自民
党を中心に農政の見直しが行われたことについて
は，ご記憶の方も多いかと思います。当時の担い
手政策の見直しは，いわば特認を導入し，要する
に規模で機械的に割り切らないということでした
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ので，私にはほとんど違和感はありませんでした。
ただ米政策は先祖返りという印象でした。
　その後，石破農水大臣の時代には選択的なコメ
の生産調整をめぐる議論が急浮上いたしました。
ただ，私の印象では，石破大臣と自民党の農林族
の意見が全く合わない状態で，そのまま総選挙に
突っ込んでいった。そして自民が大敗したわけで
す。政権が交代し，米の戸別所得補償制度が，鳩
山政権の下で，マニフェストの工程表よりも１年
前倒しで実施されることになりました。
　2000年には第３回の食料・農業・農村基本計画
が決定されました。これは，よくも悪くも民主党
色の強い基本計画だったと思います。最後の段階
で民主党から非常にたくさんの修正要求が出て，
審議会の議論を経てまとめられた原文の半分ぐら
いが真っ赤になっていました。ところが，その後，
菅さんに総理が変わってから，民主党政権の中で
の農政の方針が大きく転換することになります。

民主党農政
　２年ほど前からの動きを簡単に振り返ります
と，菅首相の所信表明演説があって，例のTPP交
渉参加への前向きの姿勢が打ち出されました。ま
ことに唐突な所信表明演説だったと思いますけれ
ども，それを受けて，食と農林漁業の再生実現会
議，あるいは政府としての推進本部，これがセッ
トされて，経済連携を念頭に農業の競争力強化を
目指す方向が追求されてきたということです。私
も実現会議のメンバーでした。私自身，農林水産
省の研究機関に勤務した経験もあって，農水省，
あるいは政府からの農業関係の役職についての依
頼には，基本的には断らない姿勢できましたし，
実際，お断わりしたことはありませんでした。し
かし，実現会議は本当に引き受けてよかったのか
どうか，いまだに忸怩たる思いがあって，その後
には断ったケースもあります。
　菅さんから野田さんに総理が代わって，昨年の
10月20日に実現会議としての「基本方針・行動計
画」が決まりました。25日に政府としてもこれを
決定したわけです。さらに「基本方針・行動計画」

を受けて，12月には農林水産省が「取組方針」を
決め，それに基づいて，今年の４月からは「人・
農地プラン」の策定に向けて本格始動している。
こういう流れです。

　今も少し申し上げましたが，菅さんの所信表明
演説はまことに唐突であって，これで農協組織は
TPP反対で完全に硬直化してしまいました。農協
組織の性格，あるいはこれまでの行動原理からす
れば，こうなるのは不可避かなとも思いますが，
必要以上に対立を激化した面もあったように思い
ます。この点ともかかわりますが，2007年７月の
参議院選挙がターニングポイントだと思います
が，与野党ともにとあえて申し上げますが，選挙
を非常に強く意識し，農政の議論が内向きになっ
てしまいました。農家の耳に心地よく響くメッ
セージが盛んに発信されていたわけです。今度の
総選挙の公約をみても，まだそういう面があるか
なという印象があります。自民党も日本型直接支
払いで，全ての農地にお金を払うなどと政権公約
に掲げておりましたが，本当に大丈夫かなという
感じがいたします。そういう農家向けのメッセー
ジが発信される中で，いわば高いところに持ち上
げられて，突然，はしごを外されたといったとこ
ろが，農業界の印象としてはあったのではないか。
　鳩山政権の下では，民主党農政は小規模経営と
兼業農家にかなりアクセントを置いていたと申し
上げていいと思います。こういった方々も意欲さ
えあれば農業が継続できる。「意欲ある」という
形容詞がついていますけれども，小規模でも兼業
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でも戸別所得補償制度や６次産業化で継続できる
というメッセージが強調されました。ただ，先ほ
ど表でご覧いただいたように，小規模兼業農家の
多くを占める水田作の１ヘクタール以下層では，
所得としてはゼロないしマイナスです。戸別所得
補償で定額部分を払ったとしても，５反歩であれ
ば，生産調整が２反歩，自家保有部分が１反歩で
すから，残りは２反歩に３万円です。この程度の
支払いで，俄然元気が出て，農業を続けるという
ことにはならない。１ヘクタールでも，７万円，
８万円といったところでしょう。これで何とかな
るというのはもともと甘い考え方で，恐らく民主
党の中でも農業・農政についてある程度ご存じの
方は，このことは分かっていたと思います。それ
でも，戸別所得補償で小規模経営や兼業農家も継
続可能にというメッセージが発せられていた。と
ころが菅さんと野田さんになると，その理念が大
きく変わってしまった。

20～30ヘクタール経営について
　再生実現会議の基本方針には，平地で20～30ヘ
クタール，中山間地域で10～20ヘクタールの規模
の経営体が大宗を占める構造を目指すとありま
す。つまり，こういう規模の経営が８割をカバー
するということです。ちなみに，ご存じかと思い
ますが，平地で20～30ヘクタール，中山間地域で
10～20ヘクタールというビジョンは，全中の提言

（「東日本震災の教訓をふまえたJAグループの提
言」平成23年５月）に含まれていた数字です。全
中がこうした提案を行うことは一向に差し支えな

いと思います。集落営農を念頭に置いた規模と申
し上げてもいい。ただ，それをそのまま政府が拝
借するのは，いくら何でも乱暴です。これまでの
基本計画等の構造展望では，経営のタイプごとに
展望を行い，数字も示されていましたけれども，
今回は一本の数字をそのまま拝借して使っている
点で，はなはだ粗いと思います。私自身は，最後
のほうの実現会議に出席できなかったことから，
書面で２回ほど意見としては申し上げました。
　ところで，基本方針には「上記の考え方―20～
30ヘクタールのことですけれども―は，意欲ある
すべての農業者が農業を発展できる環境を整備す
るとの食料・農業・農村基本計画の方針を変更す
るものではなく」と小さな字で注が入っているの
です。ある一定の農地の面積のもとで規模の分布
を考えれば，小規模経営や兼業農家を維持する方
向と，20～30ヘクタールが８割を占めるという話
が両立するはずがありません。おそらくは，民主
党内の農政のコンセンサスの低さの中で，政治的
な配慮の文章と読み取ればいいのかなと考えた次
第です。なお，ずるいと思いますのは，「意欲あ
るすべての農業者」と言えば，まあそうでしょう
ということなのですが，基本計画のもとの文章に
は「小規模経営や兼業農家を含む」と書かれてい
て，ここが民主党のメッセージのポイントだった
はずです。そこは外して，「意欲あるすべての農
業者」云々というわけです。

　私自身，農業政策を少しずつ修正していく必要
を認めますし，大きく転換することも，必要であ
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ればあっていいと思います。ただし，政策を大き
く変える場合には，根本の法律にまで遡って，根
本のところから変えるプロセスが不可欠なはずで
す。現在は，そこが非常に曖昧といいますか，妙
な形になっている。政治主導を標榜する今の政治
状況のもとで何が起きているか。そう考えると，
非常に心配です。
　３回目の基本計画は小規模経営や兼業農家の継
続を強調する点で，99年の基本法の担い手政策の
スタンスとは方向が違っていたと言ってよいと思
います。そういう意味では，立ち返るべきは―
今引用した注には，基本計画の方針を変更するも
のではないと書いてありますが―基本計画では
なく，基本法であるはずです。もし農政の方向を
大きく変えるのであれば，基本法を変えるべきで
す。
　ご参考までに，基本法の条文を下に載せていま
す。21条に効率的かつ安定的な農業経営を育成す
るとあります。他産業並みの労働時間で他産業並
みの生涯所得を得ることのできる経営を育成する
わけです。そこに育つような経営も含めて応援し
ようという趣旨です。また，30条の２には，価格
の変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和
するために必要な施策を講ずるとあります。この
部分と，全ての販売農家を対象にすることの間に
は大きなギャップがあると言わざるを得ません。
常識的に考えてです。繰り返しになりますが，１
ヘクタール未満で所得ゼロ，ないしマイナスの層
への政策について，30条の２が触れているとは到
底考えられないと言うべきです。

人・農地プランについて
　今日は余り具体的で生々しい話はどうかなとい
う気持ちもあったのですが，いろいろな意味での
ちぐはぐにも触れざるを得ないと感じています。
ちぐはぐのよって来る原因を把握しておくこと
が，今後の制度設計の上でも是非とも必要だと思
うからです。
　基本法があります。基本法よりも先行して農業
経営基盤強化促進法もあります。ここには一つの
政策理念があるわけです。ところが，2010年の基
本計画は相当違ったことを打ち出した。そして，
同じ民主党の政権の中でまた動いたわけですが，
元に戻ったかどうか，ここはちょっとわからない
のですけれども，一種のトリプルスタンダードの
状態になっている。前の政策，制度が生きている
中で，別の理念に基づいて別の政策が導入される。
これでは，いろいろな意味での齟齬，ちぐはぐが
出てくるのは避けられません。
　いずれにせよ，２年間で地域農業マスタープラ
ン，略称で人・農地プランを作るということです。
集落で策定することが基本ですけれども，もう少
し広い範囲でもいいようです。プランに「中心と
なる経営体」をリストアップして，そこにいろい
ろな施策を集中展開するということになっている
わけです。
　ちぐはぐの目立つ点ですが，具体的に幾つか申
し上げます。これは市町村の皆さんも大変苦労さ
れていて，いろいろな欲求不満が堆積している印
象もありますので，当面の問題に限っても，政府
もぜひ丁寧な説明を行い，変えるべきところがあ
れば変えることを躊躇すべきではないと思いま
す。市町村の農業関係担当者の数はずいぶん減っ
ています。政策の執行体制も大変な難しい状況だ
ということも踏まえておくべきです。
　認定農業者制度が生きています。震災の直前に
行政刷新会議の関係で見直しが要請されたことは
承知しておりますけれども，制度そのものは意味
のあるものとして存続しているはずです。それが
存在するにもかかわらず，新たに「中心となる経
営体」をリストアップするわけです。農水省の資
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料のプランの書類のひな形みたいな付録の注に，
認定農業者が嫌と言わないならば，そのまま「中
心となる経営体」にしていいですよ，といったこ
とが書いてありましたので，本音はその辺かなと
思いますけれども，前年度に行われていた「取組
方針」の地方での説明の資料にそんなことは書か
れていないわけです。
　ともあれ，新たに経営体をリストアップするわ
けですが，従来はスーパーＬ資金の融資対象とな
るためには，認定農業者であることが要件でした。
ここは今も変わりません。ところが「人・農地プ
ラン」に基づいて金利負担軽減，つまりゼロ金利
の対象にする経営は，「中心となる経営体」であ
ることも必要になりました。となると，プランの
策定の遅れが経営の投資行動の遅れに繋がること
も懸念されます。逆に，認定農業者以外の「中心
となる経営体」がリストアップされたとすれば，
そもそもスーパーＬ資金の融資の対象外ですか
ら，金利負担軽減策も意味を持ちません。
　ご承知かと思いますけれども，プランの遅れに
関しては，救済措置を設けているわけです。西日
本に多いと聞いておりますが，「人・農地プラン」
の作成が遅れている地域が結構あります。そうす
ると，機械，施設の更新の時期が来た，あるいは
何らかのトラブルで廃棄した施設の更新に融資を
受けたいと思っても，地域のプランができていな
いために対象にならないという事態がありうるわ
けです。今のデフレ状態の下では，名目の金利が
低くても，実質金利はかなり高いわけです。した
がって，ゼロ金利は大変ありがたい支援策だと思
います。ところが地域のプラン作成が遅れている
ために，農業者の責任でも何でもない事情によっ
て，対象にならないことがあるとば，政策の公平
性という観点からみて，筋の通った政策とはとて
も言えない。
　救済措置ですが，市町村長がこの認定農業者は
確実にリストアップされるというお墨付きを与え
てくれるならば，支援策への道が開かれるという
ことです。しかし，そもそも，こういった救済措
置を必要とするような制度自体がおかしいので

す。いろいろな施策を一つのパッケージにするこ
とは，何となく，政策として格好がいいという感
覚があるのかもしれませんけれども，また，予算
獲得に有利に働く面があるのかもしれませんが，
実際にはいろいろな迷惑が生じているのです。な
お，この点につきましては，12月３日付けの『日
本農業新聞』の論点に，私自身，簡単な文章を投
稿しております。もしご関心があれば，お読みい
ただければと思います。
　もう一つ，これは農地の問題ですけれども，貸
し手に対する給付措置と借り手に対する給付措置
が未整理のまま混在しています。戸別所得補償の
規模拡大加算，これは「人・農地プラン」より前
に始まっていましたが，これと貸し手を対象とす
る農地集積協力金が混在しているわけです。
　貸し手に対する給付の中には分散錯圃解消協力
金というメニューがあります。少しずつ軌道修正
されている面がありますので，現時点の細部を必
ずしも正確につかんでいないところもあります
が，分散錯圃解消協力金は「中心となる経営体」
の隣に圃場がある場合に，10アール当たり５千円
が受けられるというものです。たまたま隣にある
ことが意味を持つわけで，これも制度の公平性と
いう点からクエスチョンマークだと思います。筋
の通ったものになっているかどうか，疑問です。
　今のケースはいわば農業内部の公平性の問題と
言ってよいのですが，私が心配をしているのは，
農地集積協力金が国民の目から見て納得のいく施
策と言えるかどうかについてです。この点は共同
通信から地方紙に配信されているコラム「にっぽ
ん診断」にも少し書かせていただきましたが（12
月10日以降に掲載），非常に心配しております。
もちろん農地を貸しに出せば，毎年の地代は借り
手から支払われるわけですが，それに加えて，規
模によって30万とか50万とか70万が支払われると
いう制度です。これが納税者たる国民からみて，
本当に納得のいくものといえるかどうか。ただし，
条件があるにはあって，白紙委任する必要があり
ます。後ほど申し上げますように，農地の面的な
集積の重要性は，私も全く否定しません。しかし，
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白紙委任の対価として30万，50万，70万は本当に
妥当でしょうか。
　ご存知の方もおられるかと思いますが，昨年の４
月以前は保有機械を処分することを求め，その対価
という説明も行われていたようです。いささか苦し
い説明だと思いますが，それも地方で評判が悪かっ
たのか，４月以降は機械処分の要件はなくなりまし
た。そうなると，いったい何の対価だということに
なります。要するに政策の設計の流れの中でも一貫
した説明ができないようなことになっているのでは
ないか。いささか情けない話ではありますが，あえ
て申し上げておきたいと思います。

政策をリンクさせることの弊害
　幾つかの異なる施策をリンクさせることのマイ
ナス面は，いろいろあると思います。リンクの一
例として，生産調整への参加，つまり戸別所得補
償への参加の有無が，農地集積協力金の対象とな
るための要件とされていることがあります。民主
党政権になって，あるいはご記憶の方もおられる
かと思いますけれども，これは舟山政務官がおっ
しゃったと記憶しておりますが，認定農業者の要
件に戸別所得補償への加入の有無は勘案しない，
ふたつの施策は切り離すという変化がありまし
た。これは自民党・公明党政権とは異なる点で，
私は，これを評価するという趣旨の短文を書いた
こともあります。しかし，今回また戸別所得補償
に入っていることと農地集積協力金の受給資格を
リンクさせる形になっているわけであります。
　なお，後ほどの課題にもかかわってまいります
けれども，白紙委任を受けた農地については，農
地利用集積円滑化事業の中で誰に貸すかが決めら
れる仕組みになっております。この農地利用集積
円滑化団体の半数が農協であることについて，こ
れをどう考えるか。あとで少し掘り下げてお話し
ますが，かなり根本的な問題であり，議論を深め
ていく必要があるように思います。
　一方，規模拡大加算は「人・農地プラン」に先
行して走っていますが，農地利用集積円滑化事業
の助成金をあえて規模拡大加算と称しているだけ

の話です。昨年度は100億円の予算で30億ぐらい
しか消化できなかったそうですが，そもそも規模
拡大の支援策を戸別所得補償の加算という形で
セットすること自体を避けたほうがいいと思いま
す。戸別所得補償は戸別所得補償で，生産調整の
参加者に対するメリット措置や，所得の確保とい
う意味合いがあるわけです。そこに構造政策的な
ものを繋げるということは，やはり避けたほうが
いい。別々の設計がよいと思います。
　この規模拡大加算は戸別所得補償の加算措置で
すから，実は「中心となる経営体」でなくても対象
になることができます。これも施策をリンクしたこと
で生じているちぐはぐの一つというわけです。
　青年就農給付金についても，なぜ「人・農地プ
ラン」とリンクする必要があるのかわかりません。
これは，比較的早い時期の農水省の説明書の中に
救済措置らしきことが書かれていました。スー
パー L資金の認定農業者と同様に，位置づけられ
ることが確実であれば，給付の対象になるという
ことです。これも繰り返しになりますが，本人が
責めを負うべき要因外の事情によって対象の外に
置かれる事態は避けなければなりません。実は，
自民党・公明党の政権のもとで，農地・水・環境
保全向上対策の二階の環境支払いが，やはり一階
の資源保全支払いの採択とリンクしていました。
地域で一階の事業が行われていない場合，どれほ
どすぐれた環境保全型農業の経営であっても対象
にならない。これもよくない政策でしたが，民主
党に交代して，一階と二階を切り離したのです。
そういう意味では理解しておられるのかなと思っ
たら，また似たようなものが出てくる。ここが私
にもよくわかりません。
　なお，先ほど公庫資金の救済措置について，市
町村長のお墨付きがあればという話を申し上げま
した。そうしますと，救済措置が広まることで，

「人・農地プラン」の策定が遅れてしまう懸念が
あるという声が関係者から聞こえてきました。こ
れを聞きまして，私もどう答えていいのか，言葉
を失ってしまいました。あるいは，要件としてリ
ンクさせることによって，現場の策定作業を促進
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する効果を期待している面があるのかもしれませ
ん。ただ，これは本末転倒です。筋が通っていな
い。政策は政策のために存在するわけではないと
申し上げておきたいと思います。

戸別所得補償制度をどう評価するか
　戸別所得補償制度については，簡単に触れるに
とどめたいと思います。実は今回の総選挙の民主
党のマニフェストで，戸別所得補償制度を実現で
きた数少ない成果として大々的にアピールするの
かなと思っておりましたら，それがないのです。
淡々と法制化に向けて取り組むとだけ書かれてい
ます。その１行だけでした。踏み込んだ記述がな
い。そのほかの政策については，これをやった，
あれをやったと，書かれているのですが，そこに
含まれていない点は，ちょっと意外でした。
　戸別所得補償制度については，その目的が何で
あるかということに照らして評価されるべきで
す。言い換えれば，目的・理念が違った形でセッ
トされているとすると，評価も変わってくる可能
性があるように思います。ややこしい言い方をし
ておりますが，小規模経営や兼業農家でも持続で
きるための政策だということを強調していたこと
を踏まえて，その観点から評価すると，この政策
は評価できないはずです。３万円，７万円で俄然
元気がよくなったかというと，それはなかった。
　しかし菅政権・野田政権下の，競争力強化と規
模拡大の路線に照らした評価はまた別です。単価
が大きくなりました。それから自民党・公明党政
権時代は５中３，つまり過去５年のうち一番上と
一番下を除いた３年間の価格の平均で補償基準を
決めるというやり方でしたが，下降トレンドのも
とでは，補償基準そのものが下がる傾向を持って
いたわけです。民主党の下で生産費をベースにし
たことで，基準が安定しました。これらの結果，
ある程度の規模以上の農業者の得ている金額はか
なり増えたはずです。競争力の強化や規模拡大を
応援するという観点からは，戸別所得補償制度は
一定の効果を発揮したと言ってよいかもしれませ
ん。ですから，どんな目的かによって評価が変わっ

てくるわけです。あるいは，そんなこともあって，
今回のマニフェストでは全面的な賛辞といった表
現にはなっていないのかなという感じもした次第
です。

　さて，最後に「制度・政策の基本問題」という
柱で，農地制度，あるいは地域資源の維持管理，
土地改良などの問題領域について，私なりの考え
方を申し上げたいと思います。

農地が流れる「落差」とパイプの目詰まり
　まず農地の集積をめぐる制度について，どう考
えるかです。繰り返しになりますが，小規模な水
田農家の高齢化は顕著です。したがって，全体と
して農地の集積が進む環境が整う状況にありま
す。実際，徐々に動きが強まっていると思いま
す。いわば農地の集積，農業経営基盤強化促進法
の前は農地の流動化という言い方だったと思いま
すが，水が流れる落差ははっきり形成されてい
る。今後，落差はさらに強まるはずです。実は，
生産費のコストのカーブを示しましたが，そこで
私は「統計上のコスト」という言い方をしました。
本当を言いますと，１ヘクタール未満の農業従事
者のコスト感覚では，多くの場合，労賃はただ同
然だったと思います。多分，そういう気持ちだっ
たはずです。つまり，現金の支出と収入が大体見
合っていればいい，といった感覚だったわけです。
しかし，世代が変わるにつれて，やはり労賃ぐら
いは稼げなければという感覚が強まっている。逆
にただ同然では，とても日常の職務や生活を犠牲
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にすることはできないという感覚でもあるわけで
す。いわば統計の数字に農家の実感が近づいてく
る。こういうことも含めて，落差の形成は間違い
なく進んでいると思います。
　農地制度については，外側からいろいろな言い
方をされることはありますが，私自身は現時点で
パイプの目詰まり，つまり農地の流れの制度的な
阻害要因は，基本的にないと判断しています。農
用地利用増進事業，農用地利用増進法，そして農
業経営基盤強化促進法という流れの中で，農地法
のバイパスが全国的に定着しています。唯一阻害
要因があるとすれば，ゾーニングの不徹底に起因
する農地転用期待の要素がなお作用している可能
性がありますが，地域的にある程度限定されてい
るように思います。
　また，農業生産のコストダウンが農地集積に
よってもたらされ，そのことが消費者，もしくは
納税者の負担軽減に繋がるとすれば，農地集積を
促す政策は国民の理解も得やすいはずです。ただ，
先ほどから申し上げておりますが，施策のやり方
次第では非常に厳しい批判，あるいは拒否反応に
直面する可能性もあると思います。
　今回の総選挙の自民党の公約のことを申し上げ
ました。全ての農地に対して直接支払いするとい
うのです。少し補足説明しておきますと，国土保
全等の多面的機能があるから，それに対する対価
ということのようです。現在も，ハンディキャッ
プを負っている中山間等については，そういう観
点からの支払いが行われているわけですけれど
も，これを全部に広げるということなのです。そ
の場合に，国民に納得していただくとすれば，ポ
イントは農産物の内外価格差にあります。特に米
です。米は関税という障壁を設けていることで，
国内の価格は海外より高いわけです。しかし，食
料の価値以上に多面的機能があるので，その対価
として国際的な価格よりも高い価格を払っている
という理解があるはずです。かりに関税がなくな
れば，別途の対策ということになるでしょうが，
その根拠は多面的機能という理屈になるはずで
す。けれども，現在は，国境措置という形で内外

価格差を確保して，消費者に負担してもらってい
るわけです。繰り返しになりますが，多面的機能
の対価としてです。この状況のもとで日本型直接
支払いを導入するとすれば，二重の支払いになら
ないか。こういう議論にきちんと答えられるかど
うか。これも「農業村」の中だけの議論で終わら
せては困る話であります。
　一方，農地集積の関係でいいますと，30万円，
50万円，70万円，市町村段階で多少引かれるにし
ても，相当な金額が地主のポケットに入ります。
そして機械の廃棄は求めないということになっ
た。こういう流れを，私どもは承知していますけ
れども，農業の外側にいる人々はほとんど知りま
せん。民主党のマニフェストにも「人・農地プラ
ン」を粛々と進めるというように書かれているだ
けで，その中にいろいろな問題があるというよう
なことにはむろん触れていません。変な話ですけ
れども，例えば第三極の政党あたりからこういっ
た点を突っ込まれたら，農業界としては見識を疑
われる事態になりかねない。農地集積協力金は来
年度の予算要求で60億円ぐらいだったので，投入
財源の規模としてはさほど大きなものではありま
せんが，そんなところで足もとをすくわれる事態
は農政全体にとってまずい。農業政策のスポン
サーは納税者であり，消費者であるわけですから，
そこはきちんと筋の通った説明のできるものにす
ること。これがふらつかない安定した政策の確保
にも繋がるように思います。
　圃場の遠距離化・分散化を避け，農地の面的な
集積を図ることが一段と重要な政策課題になって
います。したがって，私はそのために設けられた農
地利用集積円滑化事業，特に農地所有者代理事
業の意図は理解できます。ただ，現在進行中の制
度・政策には，やはり幾つかの疑問があります。ま
ず制度の形式上は，農地所有者代理事業について
は，市町村，市町村公社，農協，さらに土地改良
区，担い手育成総合支援協議会も事業主体となる
ことが可能なはずです。こうした拡がりに，この制
度を担当する組織の満たすべき要件についての発
想，この制度を設計したさいの重視事項が何となく
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浮き彫りにされているような感じがするのです。
　土地改良区や担い手協議会も含めて，様々な組
織に農地所有者代理事業の資格を認めるスタンス

の背景にうかがわれるのは，妙な話ですけれども，
農地の中間保有に伴う金銭的なリスクは生じな
い，したがって土地改良区でもいいよ，あるいは
担い手協議会でもいいよという感覚です。そうで
なければ，これまでのように公社，農協，市町村
のみがということになったのでしょうが，農地所
有者代理事業であれば，いわば間に立つだけだか
ら，間口を広げたということだと思います。たし
かにリスクの有無という観点は大切です。けれど
も，それだけではないはずです。すぐあとで，公
平性の観点について触れてみたいと思います。
　農地の面的集積を図る調整については，調整作
業の前提として，情報の共有という観点が重要なは
ずです。農地法３条と農業経営基盤強化促進法，
それから土地改良区も換地や交換分合事業で権利
の移動に関与しているわけで，農地の集積をめぐる
ルートは複線化している。むろん，合理化法人が農
地売買等事業という形で中間保有を行うルートもあ
るわけです。農地の合理的な配置という意味では，
このように複線化している権利移動のルートを全体
として把握すること，またそれにより情報を共有す
ることが，まず大前提にあってよいはずです。今回
の農地利用集積円滑化事業の説明文書には，農業
委員会と連携をとるとかいうようなことが書かれてお
りますけれども，そもそもいろいろな流れがある中
で，できるだけ面的な集積を図ろうとすれば，各種

の情報を全体として把握しておくこと，例えば農業
からの離脱が見込まれるケースについて，来年どう
なる，再来年あたりどうなるということまで把握して
おくことで，地域における調整の幅を広げることも
可能になる。この点を改めて強調しておきたいと思
います。

農地利用調整の公正・公平性
　ポイントは，白紙委任された農地の借り手の決
定について，私心のない判断という意味での公正
さ，また，利害関係者間の公平性をいかに確保す
るかということです。この点では，農協が農地利
用集積円滑化団体の半数を超える実態となってい
ること自体をどう考えるか。ここをやはり議論し
ておく必要があると思います。
　実は，農地法の改正の時点で，私は研究科長（学
部長）職に就いていたため，農政の日々の動きと
はおよそ遠いところで仕事をしていました。その
ため，農地法などの改正，それから農地利用集積
円滑化事業を設計していく際に行われた議論は，
ほとんど承知しておりません。あるいはすでに深
い議論が行われた結果，現在の状況になっている
のかも知れません。そうであれば，ご容赦いただ
きたいわけですが，農協については，公正・公平
の観点からの検討が必要だと思います。土地改良
区もほんらいの事業とはかなり異なる仕事を，や
はり農家をメンバーとする組織が行うという点
で，やはり大丈夫かなという印象があります。
　2009年の農地法改正で，一定の行政的な指導は
あるのでしょうが，ともあれ農協は農地を借りる
ことができるようになったはずです。その意味で
借り手の候補にもなり得るわけです。それから，
農協というよりも全中ということですが，先ほど
紹介した20～30ヘクタールの提言も集落をベース
に発想されており，従来から集落営農という形の
農業のあり方が望ましいということを標榜してい
るわけです。そういう考え方を持っている，ある
いは農業に参入することもできる組織に，はたし
て第三者的な公正・公平な判断ができるかどうか。
　借地の有資格者が多様化している状況は，先ほ
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ど来申し上げてきたとおりです。解除条件付きの
借地による参入も増えています。穏やかに表現す
れば「農協との関係の希薄な借地希望者」と言え
ますが，現実には農協とけんか状態にある借地の
希望者も存在する中で，業務遂行過程で本当に公
正・公平な判断を貫くことができるか。こんな疑
義が投げかけられる可能性もあると思います。実
際に農地利用集積円滑化事業を担当する農協職員
の方にとっては，あるいは担当の役員にとっては
迷惑な話ということかもしれません。痛くもない
腹を探られるということだってあるからです。こ
の問題は農協そのものがいいとか，よくないとい
う話ではなく，まさに制度の設計上の筋の通し方
の議論だとご理解いただきたいと思います。現時
点で制度上は合法的であっても，その制度自体の
正当性が問われることもあるわけです。
　関連して，市町村の農業関係職員が減少していま
す。こういう中で農協のマンパワーが農地関連業務
に関与する。それによって農地制度が全体として支
えられているという面も否定できないわけでありま
す。少なくともそんな地域がある。そうなると，ま
じめに業務に当たる職員にとって，農協にそんなこ
とができるのかという疑義の目が向けられるとすれ
ば，本当に心外な状態だろうと思います。
　例えば農協が実際の業務を担当するにしても，も
ともとは第三者的な市町村といった公的な組織が
行って，その業務委託を受ける。こういう形も考え
られますし，あるいは農協などが担当している業務
について，何らかの不服申し立てがあった場合に，
それを調停する機関を設けておくことも考えられる。
それぞれの市町村に設ける必要はないと思います
が，例えば県レベルで設けておく必要はないでしょ
うか。半数以上が農協という形ですでに動いている
わけですが，せめて制度を少し補完しておく要素も
あってよいと思います。同時に,制度ほんらいのあり
方を長期的に，もう少し根本的に考え直してみる必
要もあるように思います。

農業協同組合のあり方について
　長期的に根本的にということに関して言います

と，これは農協と農業政策の関係のところまで遡
ることになります。この点は，私も今になって，
そうだったなと思うのですが，農業基本法から99
年に食料・農業・農村基本法に移行するに際して，
農協と農業政策の関係を深く議論しておく必要が
ありました。古い基本法には，農業協同組合は協
業の助長，農産物流通の合理化，農地の権利移転
などについて，一定の役割を担うことが明記され
ていました。農業協同組合法にも，抽象的ではあ
りますが，農業政策との関係性を読み取ることが
できます。これは，恐らく日本の農協の成り立ち，
産業組合から一旦農業会という戦中の組織を経由
して生まれた経緯もあって，そのことからも事実
上全戸加入になっている実態もあって，農業政策
の公式の担い手として位置づけられていた面も
あったように思います。これが旧基本法でした。
　99年の基本法には，農協と政策の関係は出てき
ません。農業団体について，一般的なことは書か
れていますが，61年の農業基本法のように，これ
は農協がやるといった記述はありません。ですけ
れども，何も書かれていないことで，かえって以
前の法制度上の農協の位置づけが，そのまま生き
ているところがあるのかも知れません。農業協同
組合法の条文はそのままです。そんな背景もあっ
てか，農協は公的な存在であるという解説をされ
る方もおられるわけです。
　私は，生協総合研究所の理事長も務めておりま
す。今年は国際協同組合年で，その実行委員会の
副委員長を仰せつかっていることもあって，割に
協同組合について考えることが多いのです。むろ
ん農協も協同組合です。協同組合とは，自発的な
メンバーによって民主的に，自律的に運営される
組織であって，国策の一部を担うとすれば，協同
組合の本質とからは背馳することになると思いま
す。途上国の協同組合にはそういうケースもある
ようで，国際的にも問題だと指摘されてきました。
実は旧基本法は，同じような文脈の中で，農業協
同組合を政策的に位置づけた面があったのではな
いか。そういう意味でも，旧基本法から新基本法
に移る時に，このあたりをしっかり議論しておく
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べきでした。
　亡くなられた後藤康夫さんが旧基本法から新基
本法に移るときに，関連する法律の条文を全部改
めるために，一括の法案処理を行っておけばよ
かったとおっしゃっていたのを記憶しています。
私自身が仕事の上で関連の深かった土地改良法な
ども，いまだに旧基本法の目的が生きています。
遅まきながら，変えておく必要があるように思い
ます。特に農協法の農政関連部分，あるいは農協
に関連する旧基本法の条項をどのように引き継い
でいくのか，いかないのかというところは一度真
剣に議論してみる必要があると思います。

地域資源の維持管理について
　最後に地域資源の維持管理についてですが，既
に今までのお話の中で問題の所在は申し上げたつ
もりです。恐らく皆さん方もお感じになっている
かと思います。繰り返しになりますけれども，小
規模の水田作農家は概して世代交代に失敗してい
ます。小規模農家の若い世帯員の多くは，農業，
農地への関与が非常に希薄になっているわけで
す。他方で，これは合法的といいますか，制度上
は問題がない形で増加している不在村の農地所有
者の問題もあるわけです。
　農地に関する権利を持つ人が様々なタイプに分
化する中で，権利関係の調整作業はむろんのこと，
そもそも権利を保有する人とコンタクトをとるこ
と自体が難しい状況も生まれています。不在村の
所有者の農地がさらに相続されるケースや，とき
には所有者が海外に住むような場合もあります。
根っこは同じですが，農業水利施設に代表される
地域資源の維持管理，あるいは更新・改良の投資
についても，共同行動や合意形成が次第に難しい
状況になっていると思います。
　これも先ほど申し上げたことの繰り返しになり
ますけれども，地域資源のインフォーマルなシス
テム，現場の末端の維持管理システムについては，
これまでのところ何とか出役体制を維持している
地域が多数派だろうと思います。ただし，農村の
現場は本当に苦労されている。中には出不足金を

徴収するとか，出役に若干お金を払うようなこと
も，かなり以前から行われていました。いろいろ
な苦労と工夫があるようですけれども，これまで
は何とか継承してきました。しかし，世代の交代
が急速に進むことで，今後一段と困難な状態が出
現することは避けられないと思います。
　ここを真剣に考える必要があるはずですが，実
は，人・農地プランで何十万円かを手にして農地
を白紙委任する方式は，ひょっとすると，そうい
う元農家がこれで農業とは完全に手が切れると理
解して，農村の共同活動から一切手を引くきっか
けになってしまうかもしれません。人・農地プラ
ンで，大丈夫かなと思った点の一つは，農村振興
局の所管する問題にほとんど触れられていないこ
とです。ここもちょっと気にはなりますが，そも
そも人・農地プランがあろうが，なかろうが，世
代の交代が急速に進む中で，これまでの地域資源
の維持管理方式がいちだんと難しくなっているこ
とがポイントです。
　農業水利の生産基盤をめぐる組織は，一種の階
層構造のもとにあり，国，都道府県，土地改良区
はオフィシャルな組織ですが，集落，あるいは工
区単位や水系単位でインフォーマルな組織が維持
管理を支えてわけです。
　農地所有者としての義務の履行が困難な所有者
が増加する中で，よい形で，ということは地域の
農業生産に支障を来さないような形で調整を図る
とすれば，まずは所有者と利用者の双方について，
義務と権利の範域を明確にしておくことが，恐ら
く調整の出発点になると思うのです。用排水路の
維持管理作業の原則はこうであると。多くの地域
では，所有者が出役する慣行が生きていると思い
ます。しかし，それが履行できないのであれば，
何らかの形で，場合によると金銭の授受を含めて，
調整を図ることにする。例えば，自分は作業がで
きないので，今は農地の利用者である耕作者に維
持管理作業をお願いする。そういう調整をするに
も，いわば調整の出発点が明確であることが大事
だと思います。地域によって，出発点には違いが
あるかもしれません。



22

　土地改良区のようなオフィシャルな組織につい
ても，同じことが言えるわけです。土地改良事業
参加資格者，つまり３条資格者の問題であり，土
地改良区の組合員資格の問題です。土地改良制度
の運用のベースは，基本的には土地改良ストック
は地主資本，つまり農地の所有者の持ち分だとい
う理解があると思います。もっとも，法律上，３
条資格者は耕作者とされています。この論理構成
と法制度は戦後の自作農が望ましい農業であると
の理念のもとでスタートしたことが関係していま
す。農地法のもとであれば，―70年の改正の前
ということですけれども，極めて強く耕作権が保
護されていました。借地権は第２所有権に近いも
のだったわけです。大半が自作農である耕作者，
そして一部の借地も強く保護されている中で，耕
作者が事業に参加できるとされていた。この点も
含めて，地主資本という理解が制度の前提にある
わけです。
　したがって，1975年の農用地利用増進事業以来，
短期の利用権の設定という状況が出てきた時に，
基本的な行政指導としては，短期の貸借関係に基
づく耕作者が３条資格者になるのではなくて，当
該農地の所有者が３条資格者になることを原則に
すべきだとしてきたわけです。現在も引き継がれ
ているはずです。
　ただ，本当にこれをそのまま維持できるかどう
か。では，お前にどういうアイデアがあるのかと
問われると，返答に窮するというのが正直なとこ
ろですが，改めて土地改良制度についても所有者
と耕作者のポジションについての整理が必要な状
況があるように思います。
　原則は，農業生産を牽引する農業者の意向が反
映されるシステム。この基本的な観点を踏まえた
上で制度設計の議論を深めるべきでしょう。例え
ば，今の土地改良法には３分の２以上の同意で事
業を地域全体に強制できるという条項がありま
す。現在は，人数で３分の２ですけれども，戦前
は面積だったはずです。現時点で，あるいは将来
も，本当に人数でいいのかどうか。あるいはその
投票権といいますか，同意・不同意の権限を有す

る者は所有者か耕作者かといった基本問題を，も
う１度きちんと議論すべきだろうと思います。
　仮に耕作者が，短期の利用権に基づく場合で
あっても，事業の参加資格者ということになると
すれば，当然，投資の残存価に関する有益費償還
の問題をどうするかなど，いろいろな派生的な問
題もあると思います。詳しい説明は省きますが，
私自身は，土地改良ストックを国や都道府県のも
のと整理して，あとは料金を徴収する関係にすれ
ば非常にすっきりすると思うのですけれども，そ
こまで革命的な転換はできないような気もいたし
ます。いずれにしても，土地改良の権利関係につ
いても抜本的な議論をすべきだと思うのです。
　戦後の自作農主義の下で形成され，維持されて
きた土地改良制度です。これまでのところ，1975
年以降の農地制度をめぐる状況の変化を部分修
正，あるいは特例措置で切り抜けてきたわけです。
ただ，そろそろ限界が見え始めているのではない
でしょうか。

むすびに代えて
　農地集積の促進は，国民の理解を得やすい領域
の政策です。先ほど申し上げましたように，農地
集積はコストダウンに繋がり，国民の負担の軽減
にも繋がることを，はっきりエビデンス（客観的
根拠）によって提示できるからです。この意味で
も，今後，ますます強化する必要のあるジャンル
であります。
　ただしマンパワーを含む，資源の投入に対する
理解を得るための継続的な努力も不可欠だと思い
ます。気になるのは，農地集積協力金のように，
予算規模はともかく，納税者の観点からみて，首
をかしげざるを得ないような政策が，オープンな
議論なしに繰り出されている状況であります。少
額の予算規模であっても，下手をすれば国民に
そっぽを向かれるきっかけになることすらあるよ
うに思います。
　いろいろ面倒な注文みたいな話ばかりいたしま
したけれども，以上で私のお話を終わりたいと思
います。どうもご清聴ありがとうございました。


