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［投　稿］

農地中間管理事業２法案の修正と付帯決議の意味するもの

鳥取県農業農村担い手育成機構理事長　上　　場　　重　　俊

１　はじめに
平成25年10月15日に召集された第185国会は、

安倍内閣の安定多数の中で特定秘密保護法案等の
法案多数を可決して12月8日に閉会した。10月25
日に閣議決定された「農地中間管理事業関連２法
案」は11月28日に衆議院、12月5日に参議院で可
決された。同法は12月13日に公布され平成26年3
月1日に施行され、多額の国家予算が平成25年度
補正と平成26年度当初で計上され、平成26年度か
ら農地中間管理事業が大々的に実施される事と
なった。

さて、2010年（平成22年）農林水産業センサス
の結果によれば、農林水産業の担い手が急速に減
少し、かつ急激に高齢化しつつあり、今後10年後
には極めて深刻な影響が懸念される見通しとなっ
ている。これを受け平成24年度から農林水産省は
人・農地プランの策定推進を開始した。しかし、
その進捗ははかばかしいとは言い難いものがあ
り、平成24年度には現地での問題点の抽出と対応
策が検討されて来た。この中で、従来から行われ
て来た担い手への農地集積の方策に加えて、「新
しく農地の貸借を中間保有する仕組み」が有効と
企画されたのが「農地中間管理事業」である。

平成24年12月26日に発足した第２次安倍内閣は
平成25年当初からアベノミクスの経済対策を柱と
して高い支持率に支えられて始動し始めた。平成
25年度の農林水産省予算は民主党政権の政策を引
き継いで激変緩和措置がなされたものの、平成26
年度からの自民党政権の農政転換が25年1月から
検討開始されたものである。

検討の主な舞台は「官邸」であり「産業競争力
会議」や「規制改革会議」であった。「農地中間

管理事業」の構想は、今後の農政の切り札として
マスコミに登場する事になって行くのであるが、
およそ平成25年の春までの間は農林水産省職員も
現場の自治体職員も、我々県公社の者も、農業委
員会も農協も何も知りえないし、まして意見など
は聞いてもらえなかったのであった。国会議員も
与野党全てが同様にほとんど何も知らなかったの
ではあるまいかとも思われる。

農林水産省が主催しての各県関係者への説明会
が５月にあって私も出席したが、各県からは異論
や不安や不満が続出し、その後は地方農政局単位
の代表県が各県の意見を集約して国は参考に資す
る事とされた。鳥取県は中国四国ブロックの代表
県となり、各県の意見の集約に当たった。これに
より、現場の意見は幾分斟酌されたものもあった
が、検討の中枢は「官邸」にあり制度設計の根幹
は変わらなかった。農林水産省の担当官は、財界
と農村の現場の又裂きになっていったように思わ
れる。

余談であるが、鳥取市の国府町に「法華寺の犬」
という民話がある。法華寺の住職がお昼に鐘をつ
くと、「シロ」という犬がやってきてご飯をもらっ
て食べていた。それを見た隣の寺の住職が、私も
やってみようと言って同じ時間に鐘をついた。シ
ロはどちらの寺に行ってよいのかわからなくな
り、やがてお寺の中間の場所で餓死したという。
それだけの物語だが、生き物はそんな事で餓死す
るという教えである。

さて、10月25日の閣議で法案が決定されるその
日に、農林水産省は東京に各県を集めての説明会
を開催した。私も出席した。これから国会での審
議が始まるというのに、まるで法案が施行される
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が如き雰囲気での説明であったし、質問の時間は
制限されていて司会者は非情にも各県担当者の質
問を制限した。私は一言も物を言わず、ひどく落
胆して帰路についた。

25年産の米価は安値であって、加えて１万５千
円の戸別補償の固定支払いは段階的に縮小され廃
止されると報道され始めていた。ＴＰＰの行方も
不透明だ。現場の主業的農家は元気が無いのだ。
春からは消費税も上がる。アベノミクスの恩恵は
ほとんど無い。大企業が零細廃業農家の農地を集
めるのではないかとの不安が農村に満ちていた。

その後、私は11月12日から上京したついでに、
13日には小田原市の二宮金次郎記念館を訪れて

「強い農業」とは何かを考えていたのだが、そこ
へ衆議院農林水産委員会事務局から11月20日の委
員会で参考人として意見を陳述して欲しい旨の電
話があった。

何故私が選ばれたか、誰が推薦したかは不明。
委員会の理事会で選ばれた事しかわからない。意
見陳述は10分間。それだけを聞いて了承した。

農地中間管理事業の制度が検討されて以来、全
国の農家および関係者が不安の中で見守って来た
事案であり、しかも現場の当事者の誰の意見も聴
取されなかった事案について、国会が意見を求め
るという意味は大きい。私に白羽の矢が当たった
のは宝くじに当たる以上に名誉な事ではあるが、
僅か10分でどこまで言えるかとの心配もあった。
65歳まで生きて来て、皆と共に「耕す村人」とし
て生きている自分の考えや思いを10分で話してど
こまで伝わるのか、どうすれば伝わるのか思い悩
んだが、一応の任は果たしたと思っている。

但し、私の発言の背景は何なのか、私が何を思
い何を考えていたか、私の言い足りない事を纏め
るためにこの稿の筆を取ることとした。

２　11月20日参考人３人の意見と委員会の
反応

衆議院の委員会の参考人は３人であった。中央
大学法科大学院教授（東京大学名誉教授）の原田
純孝氏、秋田県の（有）藤岡農産代表取締役の藤

岡茂憲氏と私であった。（後日の参議院の委員会
では他の３人が意見を述べている。）

原田教授は農地法制の専門家、藤岡社長は大型
稲作農家の経営者、私は県行政の経験者であり農
地を扱う財団の理事長であり、何よりも兼業農家
として（「耕す村人」として）農村の世話役をし
ている者という顔ぶれであった。

3人の発言内容と質疑の模様は、議事録も公開
されているし、ネットで動画が配信されているの
で敢えてこの稿で詳細にはふれないが、概括すれ
ば次の通りだった。
（１）３人の意見は本質的には同じ事について、

視点を変えて発言しており、まるで弦楽三重奏の
如きハーモニーとなった。
（２）即ち3人共に、法の趣旨は評価し期待し得

るとしても、
①　上場は、全国各地のそれぞれの多様性を踏

まえて現場で協議しながら推進すべきであ
り、「人」の能力こそが鍵を握ると述べ、

②　原田教授は現に存在する担い手をもっと重
視すべきこと、地域の中での合意や地域調和
の要件を重視することが必要と述べ、

③　藤岡社長は認定農業者制度の充実を図り担
い手を育成すること、担い手は地域の中で長
い時間をかけて信用を得て農業を展開してい
る実状等を述べた。

これに対する委員諸氏の反応はすこぶる感動的
であった。即ち、各会派から６人が質問に立って
の質疑があったが、全員が等しく３人の参考人の
意見を有意義なものと認めて頂いた。なお且つ会
場の委員全員が大きくうなずき納得して頂いた。

国会議員が現場の農村に足場を置いて国の将来
を真剣に考えている姿を目の当たりにして感慨深
いものがあった。現場の参考人からの意見を聴取
して協議する仕組みは県議会には無い。さすがは
国会の機能と身を以て実感した。

３　法案の修正と付帯決議
さて、衆議院での採決に当たり、法案は修正さ

れ付帯決議が付いた。法には「市町村は地域の中
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心的な農業者、農業の将来の在り方及び農地中間
管理事業の利用等に関する事項について、定期的
に関係者と協議の場を設け、協議結果を公表する」
とされた。それまで懸念されてきたような、「県
と機構が地元（現場）を無視して強権的に農地の
権利移動を推進するのではないか、特に財界の金
持ちが農地を集めるのではないか。」との不安は
緩和された。

付帯決議は15項目からなる長文で、要するは３
人の意見をことごとくに記載して頂いた感があ
る。加えて、最後には、「アドバイザリーグルー
プである産業競争力会議、規制改革会議等の意見
については参考とするにとどめ、現場の実状を踏
まえ現場で十分機能するものとなることを第一義
として、制度の運用を行うこと。右決議する。」
とされた。

参考人として僅か10分ではあったが、意見を申
し上げた甲斐があった。感激の極みと言ってよい。

農政に詳しい人の中には、付帯決議は実現され
る担保が無いし、元来が現場無視の悪法なので、
この制度の運用はかなり困難を極めて成果は乏し
いだろうとの見解をお持ちの方もいらっしゃる。
その通りかもしれないが、少なくとも、国会が現
場の意見を聴取して、法を修文し付帯決議をした
ことは、しないよりはよほどましな事であるし、
民主主義が生きている証左として私は単純に喜ん
でいる。

４　10分では語れなかった私の思い
（１）農地は生命を育む装置であり生命で維持

されている。
土地は自然のエネルギーで形成される。水の力、

火山の力、風の力で土が運ばれて堆積する。それ
を人が均平にし、区画を直し、農道を付け、水を
引き、耕耘して作物を栽培すると農地になる。草
や作物の残渣が土に入り、微生物が腐植を作ると、
作物の必要とする酸素、水、養分を蓄える貯蔵力
が飛躍的に増大する。即ち地力が作られる。「土地」
は宅地、駐車場、道路などの機能によって物理的
な「物」と認識され、価格と所有権が発生する。「農

地」は土地であるので、もとより価格と所有権の
問題からは逃れられないが、「生命」を育む装置
であり、しかもその機能は土壌中の微生物が担っ
ていて農地そのものが「生命」と言ってよく、更
にその機能は「農民」が営々として「耕す」こと
によって増進されて来たし維持されている。農地
は、土中の微生物、耕す農民（人）、育つ作物の
生命の連鎖の中にあり、しかも、その母岩、気象
条件等によって様々な特性を持っている。風土と
は風（酸素）と土（地球）であり、水と太陽が加
わって命が生まれる。命の頂点に人がいる。

土地と農地は似て非なものである。土地改良事
業と言って農地改良事業と言わないのは先人が賢
明に事の本質を教えている。この冊子が「土地と
農業」と言うのも実に含蓄が深い。

さて、私は鳥取大学の農学部農学科の卒業生で
あるが、「土壌肥料学」は学んだが「農地学」といっ
た分野は無かったものである。土壌肥料学は物理
と化学の手法によって土を分析しその知見を応用
しようとするものであるが、耕すことと命の力へ
の見識は薄かった。農業経済の学科ではまして農
地の意味は教わっていないはずだと思う。私が農
業改良普及員として実に多様な農家の実践に遭遇
し、自分自身も自分の農地や借り受けた農地での
耕作経験を積み、更に自然農法を実践する挑戦者
の皆さんから体験を教えて頂いて、そして辿りつ
いた結論が「風土と生命の論理」である。体で農
業をしている者なら誰でも常識的に持っている体
験と認識だが、大学で学んだ知識だけでは及ばな
い。

雑誌「農業と経済」2013年12月臨時増刊号は「農
地は誰のものか？－その公共性を問い直す」とし
て多くの専門家の論文を掲載しており正論ばかり
ではあるが、「農地」とは何かが全く議論されて
いない。「農地」とは耕す事によって成り立つも
のである。大陸の土地や農地と異なり、我が国の
農地は地形、母岩と気象の多様性の故に多様であ
る。それ故に多くの農民が耕作する事に公共性が
あるのだ。
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（２）耕すことで土地が農地となり生産力が増
進する。どのように耕すかで農地の力が決まる。

中国大陸の河北平原から内モンゴルを経て東北
地方へと旅したことがある。何という広さ、何と
いう土地の肥沃さであろうことか。アメリカ大陸
にもオーストラリアにもヨーロッパにも広い土地
がある。

比較して我が国は南北に長く、雨が多く、火山
が多く、農地は狭小で、即ち農地としての成り立
ちが全ての圃場ごとに異なるといって良い。鳥取
県の圃場の枚数は県民の人口とほぼ同じ数があ
る。圃場整備率80パーセントでこの数だから、元
来はこの３倍以上はあったかと思われる。人間の
性格が１人ずつ異なるように、圃場の１枚ずつの
性格は皆違うのだ。農民がその圃場に何を栽培し
ようとして、どのように耕して来たかによってそ
の圃場の地力は違う。

耕作放棄地は現在耕作しないかつての農地であ
るが、そこに生育する植物は自然原野の原則に
従って生育種が遷移して、結果植生は安定する。

農地は人為耕作によって植物の性質と土の性質
と気象の条件の最適化を図る舞台である。その行
為を「農法」という。

我が国の農地は全国の津々浦々の農民が過去か
ら営々として耕し続け、精魂を込めて作り上げた
極めて精緻で多様な生命育成装置なのだ。世界歴
史遺産としての価値が充分にある。私は、我が国
の成り立ちの頃の大昔から今日までに田畑を耕し
た全ての祖先の霊位に対し渾身の誠意を以て感謝
を表するものである。

ヨーロッパにはヨーロッパの土地の力を活かす
農法があり、我が国には我が国の国土を活かす農
法がある。農法の発達が農地の地力を高め、農業
の生産力の増大と食糧の豊かさをもたらし、ひい
ては分業と経済の繁栄をもたらすものである。

私は鳥取県農業農村担い手育成機構の理事長と
して、農地の貸借と売買の実務に係わり、境港市
の岡野農場グループを支援して200ha以上の畑地
農業へと導いた。耕作放棄地を利用しローソンと
の提携を発展させた実績に対して農林水産大臣賞

を頂いた。全国各地から多くの視察においで頂い
たが、この事例は当地において、岡野修司という
優れた農業者が存在し、大根栽培に適した畑地が
存在し、それを活かす品種や農法があり、たまた
ま私に支援の能力があったという地の利、天の利
が重なってできた事である。県内の隣町で同じこ
とが出来るかといえば、それは無理なこと。全国
各地での、そこの農業の仕組みはそこだけのオン
リーワンのものである。参考にはできても同じこ
との複製は不可能なことだ。マージャンは一生遊
んでも同じ手では上がれないというがそれに近い
真実だ。

（３）　強い農業とは何か
ＴＰＰ…を横目で見ながらのこの度の議論で、

「我が国の強い農業とはどのような姿か」と問う
人があったか無かったか知らないが、失礼ながら
多くの学者諸侯も安倍総理も林農林水産大臣にも
その他多くの方々にも答えが見出せないのではあ
るまいかと懸念する。

基盤法には「効率的な農業」を目的とするよう
に書いてあるが、そこが私には物足りないところ
で、「逞しく強い農業」こそ目指すべきことだと
以前から強く思って来た。効率的であることは強
いことの必要十分条件を満たさない。そこに今の
我が国農政の限界がある。我が国農業の強さは実
はその多様性と非効率性にある。そしてその所与
の条件を使いこなす「高度なワザ」を持った「人
材」がいることだ。

強い農業とは「地力が豊な農地を維持し、多様
性のある農地の生産力が最大に発揮できるように
農法を駆使し、生産と加工の自給を実現すること、
そしてそれを可能にする人材が豊富なこと。」で
はないのだろうか。

野菜は忌地する。輪作は極めて重要な農法であ
るが、政策で取り上げられたことはない。これだ
け農地に余剰があるのだからもっと真剣に考える
べきことだ。

国土は強靭化が求められている。農業と農地の
強靭化は更に必要だ。食料・農業・農村基本法の
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もとで、衆知を集めて国家的な学習会をお願いし
たい。先ず必要なのは識者の再生（リボーン）か
らである。要はリーダーが現場に立って現場に学
ぶ事だ。

（４）皆で生きている。自分だけの利益やつま
み食いを求めていてはだめだ。

強い農業は昔からの永遠のテーマだ。それを目
指して、祖先は皆で協力して土地を農地として開
発したが、その範囲に氏神様の神社があり、その
範囲が概ね今の土地改良区になっている。皆が励
まし合い助け合って暮らし、村人は仲間や先人の
死を悼み墓地を作ったが、その範囲が集落となり、
数集落を範囲に寺があり今の自治の基盤がある。

日本国中のそこには家庭と家族と親せきがあ
り、竹馬の友がいて、それが懐かしい故郷だ。お
正月もお盆もお祭りもお葬式もあって、それが日
本という国だ。

聖徳太子の17カ条の憲法は人民の規範ではなく
為政者の規範ではあるが、律令の国家運営の基本
として、「信・義・仁」といった公と人道の根本
を定めたものであり、それは現在の我が国国民意
識の根底にある。

１次産業は農林水産業、２次産業は製造業、３
次産業はサービス業と分類されているが、本来は
１次産業とは「あらゆる生命」に関する産業と解
するべきであり、医療、薬、福祉、食料、教育は
全て１次産業である。なぜなら過去も今も将来も
全ての生き物の生命あっての人の国家であるか
ら。

国家が多くの民や生物の生命を踏み台にして、
特定の少数の者の金儲けの手助けをするような事
があってはならないのは当然だ。生命には生命の
都合がある。お金の論理だけでは片付かない。皆
で生きていることの自覚と体得こそが幼児教育と
義務教育の根本であり、農村の暮らしはその精神
で維持されている。勝ち組と負け組が出て当たり
前のような規範は我が国では、取り分けて農村で
は通用するはずがない。家庭の中でも学校の中で
も畑の中でも、勝ち組の発生はあり得ない。

（５）　文明としての農業と価値観
伊勢神宮は天皇が国家の安泰と人民の繁栄を記

念する所である。天皇には「私」がない。祈りは
自分の事ではなく国民の事である。被災地を訪れ
られた天皇皇后両陛下のお言葉の暖かさには、誰
ひとりとして異論なく疑義は無いはずだ。その天
皇は稲を育て米の収穫をして神に供え、山に木を
植え、海に稚魚を放つ人である。耕すことはカル
チベイトでありカルチャーだ。農業こそは文明そ
のものであり、我ら命の源だ。規模の大小ではな
く、耕すことに意味がある。老齢化によって離農
する農業者は、現在までの功労によって尊敬され
てしかるべきであって、「農業の効率化の邪魔者
でありお金を払ってでも止めてもらう人」などと
言われる筋合いはどこにもない。仮にそう言いた
いご仁には天皇陛下の水田をどのようにお考えか
聞かせて頂きたい。我が国の零細農民の象徴こそ
が天皇の水田であり、その米倉の掘立小屋が20年
に一度の遷宮をする伊勢神宮なのだ。

鳥取県では、故小島慶三先生の理念を尊敬する
我々有志が農政懇話会を作って20年がたった。農
業の意味を次世代に伝える事の奥は深い。法律を
2本作って10年かければうまく行くとは思えない。
また大規模農業が善で小規模が悪でもない。国民
の生きる力が衰微して人が家畜のような存在とな
るか、それとも、あらゆる生命が調和して皆に生
きる力が輝くか、そのためには今日の日が耕すこ
とが苦痛でなく嬉々とした喜びの日々で有り得る
か、全ては我々の価値観に係わっている。

５　今後の展望
地球環境の劣悪化とあらゆる生命の存在の危

機、東南海地震や首都圏気象災害の可能性、人口
の減少と高齢化、資本主義の成長の限界、巨大資
金のゼロサム、どれをとっても重大な事案が重複
して現れて来るだろう。新自由主義の本質も限界
も皆が気付き始めているがなすすべがない。そん
な中で今後は農業の担い手が加齢によって順次減
少するだろう。

かつては、農家に生まれた人は好むと好まざる
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今回の農地中間管理事業は担い手育成のための
ツールであるのだから、現場が必要とする事を更
に検証して制度が改善される事を熱望する。

担い手は農村の中からであろうと、外からであ
ろうとそれは不問だ。意欲を持って難易度が極め
て高い農業に全身全霊でぶち当たる人の支えにな
れたらいい。そこは公平公正に納得がいくように
すればいい。要は担い手の育成こそがミッション
で中間管理事業は単なるツールなのだ。

農地中間管理事業の推進のために巨額の予算が
準備された。農家の反応は現金なもので、これを
何とかモノにしようと強い関心を持つ人もいる
が、市町村の担当者には戸惑いの色があり不安も
隠せない。

予算を配分する立場の人の事情や目論みもあろう
し、こちらも何もしないとは言わないが、予算の消
化が目的ではなく事業と予算は10年後の農村再生の
ひとつのツールとして善用したい。この事業が開始
されるに当たっての決意と抱負の一端とする。

１　はじめに
平成25年12月に農地中間管理事業関連２法案が

可決され、12月27日に国から県へと予算の配分が
内示された。

私の正月休みは、我が県での事業構造を構想し、
１月６日の仕事始めは、県担当部局へ私の構想を
提案することだった。

まず体制は現員12名を増強するために、県から
の派遣２名を要請し、臨時職員１名を雇用、JA
のTAC職員５名に機構の職務を委託してチーム
を組むこととし、８名の増員を企画した。お陰さ
まで、関係機関の理解を得て県の予算編成作業も
順調に進んでいる。

２　事業開始に当たっての問題点
（1）…作業量が確定できていない。

にかかわらず、ほぼ全員が農民だった。その皆が
地域の神社やお寺や農地を守って来た。その皆が
構成して来たのが農協だ。

　現在農村は農業をしたい人（担い手）と辞め
る人（離農者）、そして、なりゆきで耕作してい
る人で構成されているが、意欲的な担い手の数は
極僅かに留まっている。国策としての担い手育成
の具体策こそがポイントで、農協と地域活動は誰
が支えるのかも懸案だ。

決論から申し上げれば、日本の農業は規模が大
きくなれば不安定になり採算性が悪化する事もあ
る。先ずは日本では担い手の規模要件が不必要だ。
大規模が良くて小規模が悪いという謂われ無き迷
信から脱却する事だ。日本の池の中には多種多
様、大小様々な魚がいる方が良い。大型のブラッ
クバスが５匹では生態系が狂っているというもの
だ。其の上で、中心となる経営体への公的な所得
補償を抜本的に充実する事が必要だ。止めざるを
得ない人に協力金を払う事は全くナンセンスだと
思う。

鳥取県へは1,100haの集積面積の割当てがあっ
たが、市町村で実施可能な面積を積算したもので
はなく、また、実際に必要な作業量も見積もり困
難な状況にある。

そもそも、新規な事業を開始するなら３年程度
をかけての実験事業があって当然だし、新車の開
発でも試運転や部品の安全性が確認されてしかる
べきである。

（2）…一般には理解不可能な「４つの改革」
平成26年１月14日に農林水産省が県下の市町

村、JA他の担当者を招集しての説明会があり、
その後も国担当者によって各地で説明が繰り　広
げられているが、残念ながら県担当者にも農家に
も理解が進んでいない。

そのような中で、私が別紙によって説明をする
と、大変よくわかったとの好評を頂くことが出来

【農地中間管理事業に向けた準備状況の報告】
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たので、県下19市町村の全てとJAを訪問して制
度の補足説明を行い、かつ各地域での事業実施の
可能性を検討した。

また同時並行して、農業委員会や認定農業者の
会、法人協会等での講演会を行った。

　私が説明において大切だと思うことを列挙す
れば、以下のとおりである。

①　まず、今回の４つの改革の背景を説明する
ことが是非必要である。

②　私は今回の改革の趣旨は10年後の担い手の
経営が成り立つように、地域ぐるみで取り組
む事にあり、今のままでは10年後に田畑が全
て草むらになる可能性があるので中間管理事
業はそのための法律制定。と歴史的使命を説
明する。

③　日本型直接支払いは従来制度の拡充とも言
えるが、この度から法律に位置付けて将来に
わたり安定的に予算を確保しようというもの
であり、国民の理解を得る上ではまさに「制
度の創設」と私は説明する。

④　水田については、円安を受けて、飼料も大
豆も麦も全力で国内生産する事が重要だ。将
来の制度は今より効率的でありたいものだ
が、何しろ食糧のことだから大事に取り組も
う。と私は説明する。生産調整はなくならな
いし奨励金も存続するだろう。問題はその仕
組みだ。安心して頑張ろう。と激励する。

⑤　４つの改革の中の米と転作の事は「当面の
足元の現実」だ。日本コメ生産本部たる地域
センターと代理店たるJAにとっては重大問
題なので説明に力が入るが、10年後の方向へ
向かっての足元改善という説明がないので聞
くほうは眩暈がする。近眼のメガネをかけて
10年後を見るからだ。

私は説明に当たって、時間の遠近感に十分留意
しているつもりである。

（3）…受益者が誰かが不明確
農地中間管理事業の直接的な受益者は当然に

「担い手」である。担い手の健全な経営を通じて
地域の農地が生産力を発揮し、地域住民は農地の

多面的な効用を享受し、国民は食糧を安定的に確
保する。

この度の農地中間管理機構は手段となる事が事
業名となっているので理解が進まない。事業名を

「近未来型農地効率利用コスト削減経営体育成事
業」とし、「地域ぐるみの話合いによって地域の
担い手を育てよう」と呼びかけるべきであり、機
構はそのための道具でしかない。

説明会では資料の説明に終始しがちであり、こ
の制度が誰にとってどのような意味があるのかが
全くわからないままである。

（4）…地域とは何かを誰がわかっているのか
この度の４つの改革はいずれも「地域での話し

合い」がなければ進まない。これは実に深い意味
を持っており重大な事だ。私は耕す村人として農
村地域で生きているので「体験」でわかっている
のだが、普通の行政の担当者はあまりにも地域に
無関心で無知ではないのだろうか。地域活動の経
験のない人が多い。

元来、家族を含む「地縁集団」とは、助け合い
や励まし合いで成り立っており、お互いを思いや
る慈悲の心が基底にある。もとより生命への畏敬
の念が必要だ。農村集落はある種の「シェアハウ
ス」だったのだ。

対して、近代がもたらした「機能集団」とは分
業を基盤としてお金儲けに生き残る事がミッショ
ンだ。無関心や、自分中心や、侮辱を通り越して
収奪が起きる装置でもある。

現在の地域にはこの二つがないまぜになってお
り、既に後者が田舎の中でも大勢を占めている。
自治の意味が深く語られなければならない時にあ
る。

３　市町村巡回の結果の概要
（1）…基本的な考え方

現状の農業農村から人影が消えつつあり、しか
も制度設計がかなりラフなので、中間管理事業に
取り組めない理由を探すのは容易な事ではある
が、出来ない理由を言うのではなく、創意工夫を
しながら、未来のた　めに取り組みを進めようで
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はないか、と呼びかけた。
（2）…結果の概要

市町村担当者やJA職員の多くは「どうしてよ
いのか困っている。」というのが相場だったが、
農業者の反応はシャープだった。取り分け琴浦町
の農業委員会では農業委員が自分の村で農家に呼
び掛けて勉強会をしたいとの意見が出た。また、
県内20か所で農業者から事業の希望や問い合わせ
があった。

具体の希望があれば、市町村の担当者も動くこ
とになって行く。関係機関の担当者も含めて勉強
することになって行く。

（3）…今後の取り組み
具体に希望が出ている20か所に出向き、３月ま

でには事業の構成を検討する予定でいる。歩きな
がら考えて知恵を絞って行きたいものだ。

４月の人事異動の後には、再度職員の研修、ス
キルアップから始めることとなる。

４　浮上して来た課題
（1）…山間地域は過疎で人がいない。

市町村は懸命に過疎定住の政策に取り組んでい
るが、担当は企画課、国は総務省のラインとなっ
ており、その政策に田畑が組み込まれていない。

農政と過疎定住対策の融合化がなければ10年先
は展望出来ない。今回の４つの改革だけでは対応
困難もしくは対応限定的とならざるを得ない。

（2）…維持可能な農地の総量試算が必要
将来の少数の人口で維持可能な農地の総量を試

算することが必要となっている。その農地の農産
物は地域住民の自給を基本として里山資本主義を
展開すべきではないのか。

また消費者と生産者の直接の連携を実現する施
策が必要ではないか。例えば「田んぼの幼稚園」
があってもよい。本当の食糧自給は自分の体で実
現すべき事だ。さて、維持できない農地は山へ帰
す仕組みが必要だ。耕作放棄地の整理にはそんな
事が関係している。

（3）…担い手の生産性の向上はどこまで可能なのか
今回の制度のねらいは、担い手の生産性の向上

なのだが、近未来のイノベーション技術を取り入
れたとして、どこまで収益性が向上するのか担保
はない。

また、すでに農地の集積を果たしている経営者
にとっては、この度の制度改革は15,000円をはが
されるだけのことになる。

更に、15,000円を見込んで投資済みの経営者は
資金繰りに苦しむ事になる。今後の推移を慎重に
見守る必要がある。

（4）…兼業を含む多様な農業者を担い手として位置
付けるべきではないのか。

少数の効率的主業的な経営者と多くの廃業兼業
農家（出し手）という構図では村の将来図が描け
ない。林業と水田作業の兼業、建設業と冬の除雪
と水田作業の兼業、集落営農のリーダーと農作業
の兼業など、自ら　のポテンシャルを統合して地
域を担う人を積極的に支援すべきではないのか。
例えば「認定定住農家」などと言った概念が欲し
い。

（5）…村人の階層分化に応じた情報の提供が必要か
つて村人は均等に農民であった。

現在は認定農家、兼業農家、地主、非農家が混
在しており、しかも利益相反の場合もある。「地
域ぐるみの話し合い」をキーデバイスとして農政
を展開するのであれば、村人が共通の価値観を形
成しうるように階層に応じた情報を提供すべきで
ある。

農林水産省の政策が極めて複雑多岐にわたり、
異動で配置された専門の県職員でも理解困難な状
況にある中で、一般の農家が今回の４つの改革の
資料集を理解するのはかなり困難かもしれない。
国における今後の　創意工夫をお願いしたい。

５　終わりに
制度と予算が確定してから約２カ月間の作業状

況をとりまとめてみた。当初思った４つの問題点
に加えて、現場を回りながら心に留めた事を５つ
の課題とした。

現場の状況は太平洋戦争に例えればガナルカナ
ルが陥落した時局のようかもしれない。私と我が
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部隊はビルマ戦線を行軍中かもしれない。
私としては、そのような不吉な懸念を振り払っ

て、明るい未来を切り開くために汗をかいて智恵
を絞るしかないのだが、さりとて大本営発表のよ
うな根拠なき誇大広告に惑わされていては現場が

動かない。
若者が、歴史に学び、助け合って、地域から、

ひいては我が国を守ってほしいものと思い、その
一助になれる事を使命として、仲間とともに職責
を果たしたいと思っている。

（別　紙）

新たな農政、4つの改革の理解のために
～農地中間管理機構を巡って

１　いくつかの背景
①　2010年（平成22年）センサスで担い手の急

激な減少が明らかに。
併せて耕作放棄地も40万ha（耕地の１割）に。

②　平成24年度から「人農地プラン」策定が開
始。

新規就農者（45歳未満）に150万円を５年
間支給開始。

③　主食用米の需要が毎年減少。30年後には人
口が8,000万人に減少し更に需要は減少。

④　転作が４割に達し、しかも都市近郊などは
転作非協力農家も存在。現行方式は限界。

⑤　円安によって飼料価格が高騰。畜産が危機。
国民のパンや豆腐も同様な懸念。

　飼料用米への本格的な取り組みが必要。飼料
も大豆も麦も水田フル活用が緊急課題。

⑥　永らく続いた「円高、デフレ」から「円安、
インフレ」へ経済がシフト。

資源の無い日本だが、和食や観光は諸外国
に対して競争力を持っている。

⑦　圃場整備と換地をしてから約30年（かつて
は村ぐるみで取り組んだ。）

以来、農地の利用集積は出してから受け手
へ「点から点」でなされて来た。

その結果の現状の分散錯圃では能率が悪
く、受け手の困難も発生。
○　もう一度村ぐるみで話し合って、耕作地

を集約してはどうか。其の際、中間管理す
れば簡易な土地改良や集積も可能。

⑧　担い手とは、農業をしようと意志する人で、

且つ地域で認められた人ではないか。
規模の大小ではないはず。これは「話し合

い」によって「人農地プラン」で決めること。

２　４つの改革の考えかた
①　平成25年６月「日本再興戦略」を閣議決定

して経済の成長を促進。
②　10年後を目指して、農業の担い手の経営が

成り立つような新しい構造政策を展開。
○　生産コストの４割削減が目標。創意工夫
で努力する担い手と地域を支援。

○　４つの改革の他に、農業で儲ける取り組
みを強力に展開。予算総額の増加。
農業者が儲かる事が一番重要、そのため
の取り組みを総動員。

③　現在の米政策は転作を本作へ強化。円安対
策として水田フル活用が必要。
○　従って、将来（平成30年以降）の効果的

な方策を検討。
④　村ぐるみで農地を守り、話し合いで将来へ

の展望を作る必要　人農地プラン
○　農業は地域ごとに違う。
○　農業は農地を持つ者の責任で行う必要が

ある。（命令できない）
○　行政と農家の協働が必要。

３�　４つの改革の内容は地域がセットで組
み合わせて効果を発揮する。
そのままでは単なる部品。地域の創意工夫が必要

[１]…　日本型直接支払い制度の創設法制化と予算
の確保

①　中山間支払い、環境支払いに加えて　従来
の「農地水支払い」を改善。
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②　地域政策として地域住民が皆で（子供も含
めて）農業農村を守る。

③　但し、当制度は担い手の経済行為の基礎部
分。併せて別途の担い手確保が必要。

④　また、根底には定住の政策の総動員や里山
資本主義といった取り組みが重要。

[２]…　水田フル活用将来展望のもとでの当面の制
度改正

①　飼料用米を主食用米と並ぶポジションにし
て、手厚く支援。

②　主食用米よりは転作作物への支援を増やし
て転作を誘導。

③　平成30年からの新しい需給調整システムを
検討。（経過措置４年）

[３]…　経営所得安定対策（旧戸別所得補償）の見
直し将来展望のもとでの当面の改正

①　米に手厚い15,000円の半減と４年後の廃
止。

②　価格下落対策は旧自民党時代の「ナラシ」
対策へ戻す。

但し、農家の規模要件を外して、意欲ある
農家は全て参加可能とする。

[４]�　農地中間管理事業（関連２法が26年３月１
日施行予定）の概要
目的　…担い手の経営の体質強化のために、10年

後を展望した構造政策
手法　…県行政＋市町村行政＋地域力（農業委員

会、村の話し合い）＝協働
①　農地の権利移動のために従来の制度に加え

て、新しい制度を創設し、補助金は全て新し
い制度（中間管理事業）に集約。25補正+26
当初＝705億円

②　県に１つの「農地中間管理機構」を創設。
○　鳥取県では鳥取県農業農村担い手育成機

構が認定の準備中。
26年4月移行　６月から稼働の見込み

○　知事の強力な指導と関与により、市町村
と協力して事業を実施。

○　鳥取県ではＪＡ中央とＪＡ西部の担い手
担当が担い手育成機構の業務の一部を受託
して取り組む他、機構業務の約半分は市町
村に委託し協力して実施の見込み。

【鳥取県での具体の手順案】
③　市町村は法26条に定める農業者との意見交

換会を行い、担い手のための農地中間管理事
業の実施の可能性と内容を検討する。
○　事業の目的は、担い手の耕作農地の集約、

作目別の集約など（分散錯圃の解消）を主
眼とする。

④　市町村は課題意識をもって「人農地プラン」
の成熟化に取り組むものとし、話し合いによ
る担い手の明確化、出し手の意向調査などに
取り組む。
○　担い手とは農業をする意欲があり、農業

が可能と地域が認めた者であって、大規模
な者だけではない。

⑤　機構の業務の一部は市町村に委託して実施
する。
○　市町村は農業委員会と連携して業務を行

う。
○　出し手の調査、受け手との交渉、利用配

分計画案の作成、相談窓口など。
⑥　機構は法律の定めにより3つの業務を直接

に行う。
１）担い手の募集、誘致、育成

○　事前に担い手のニーズを把握し公表す
る。

○　市町村をまたがる広域での担い手の育
成、誘致の取り組みも可能とする。

２）借り受ける農地の決定。
○　耕作放棄地で利用の見込みのないものは

引き受けない。
○　担い手の見込みが皆無なものは引き受け

ない。（地元と協議する。）
３）中間管理と条件整備

○　中間管理中は地代、水利費が支払われる。
○　草刈りなどは機構費用で実施、地主対応

可能。
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○　受け手の希望で条件整備を実施。小規模
であれば全額国費負担で可能。

⑦　農地の配分の考え方
○　知事が公告縦覧して権利を確定。
○　現状の担い手の状況を勘案し、貸しはぐ

り等が起きないようにする。
⑧　協力金の支払い（県⇒市町村⇒農家）

１）地域ぐるみ協力金
○　纏めて機構にだすと協力金が出る。
○　受け手がもらうか、出し手がもらうかは

地域で取り決めればよい。
○　機構に権利設定したら交付される。
２）出し手協力金
○　地域ぐるみと重複して可能。
○　但し、機構から担い手に権利設定した後

で交付。
○　受け手が無ければ権利を返却される可能

性もある。
⑨　農業委員会は農地台帳の法定化と農地地図

の電子化、情報公開を実施。
⑩　土地改良区などの関係機関の協力と総合的

な展開を実施。

４　制度設計への懸念と必要な心構え
①　ＴＰＰが未決着。担い手の経営の見通しが

大前提。

②　地域での未来図作りが必要。何のために取
り組むのかの認識が必要。
○　その際、何もしない地域は取り残される。

小さくてもよいので前進が必要。
○　中心となる農家、兼業農家、地主農家、

非農家それぞれが協力して地域力を発揮出
来るような仕掛けが必要。話し合いは反復
が必要。

③　新しい取り組みのためには、従来の集積奨
励金といった農家が馴染んでいる施策の再編
成や従来の集落営農の取り組みなどの見直し
も必要となる。

④　農地の権利移動には膨大な手間暇が必要。
一度には出来ない事を踏まえて対応。

⑤　出し手への協力金予算が膨大過ぎるので、
地元説明では留意が必要。

⑥　補助金の消化だけを目的とせずに、10年後
を目指して農家を啓蒙し、制度を有効に使い
こなす知恵と工夫が必要。

⑦　現場は総合的な（横の）対応を求めており、
既存制度のさまざまな綻びが噴出するものと
想定される。県の段階で総合的に助言できる
体制が求められる。

⑧　先ずはモデル地区を設定しながら推進した
い。


