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［研究論文］

成熟社会にふさわしい農政改革と農村創生のために

（一財）農政調査委員会・客員研究員　元国立国会図書館・専門調査員
矢　　口　　芳　　生

はじめに
2012年12月26日に発足した第2次安倍内閣のも
と、農政改革（食料・農業・農村基本計画の見直
し等）の内容が明らかになった。2014年12月24日
に発足した第3次安倍内閣では、「規制緩和」の農
政が断行される。
今期の農政改革は、農業を新たな投資先にする
ために大幅な「規制緩和」を行い、農外企業の自
由な参入等により、劇的な農業構造の変化で成長
産業化（10年間で所得倍増）を目指すものである。
しかも、大幅な輸入自由化・規制緩和を図るTPP
に対応したものである。
日本農業は、欧米のような劇的な構造変化をみ
ていない。第2次世界大戦後の農地改革によって
生み出された零細自作農は、農地法の改正や農用
地利用増進法の制定等を背景に、着実に規模拡大・
農地集積を行ってきた。しかし、その構造は「劇
的」な構造の変化とはいい難い状況にある。今期
の農政改革は、こうした農政から完全に脱却する
もので、農地を単なる生産装置として「効率的な
経営体」が自由に取得し活用することを狙いとし
ている。
すなわち、農協等の〈一体的改革〉によって、
農外企業の農業への自由な参入、将来的に農外企
業の農地所有への道を開き、そこには「地域の農
地は地域で守る」、「農地の自主的管理」といった
理念はない。〈村〉に過度な競争原理を持ち込み、
積み上げてきた「農地の自主的管理」等の実績を
否定して欧米流の2極分解を徹底し、〈村〉に「1
人勝ちの構造」を作り出すものである。〈戦後農
政の最終局面＝TPP対応農政の出発点〉とみるこ
とができる。

しかし、〈村〉で暮らす農家・農民がおり、彼
らが共有する歴史・文化・環境等に依拠した暮ら
しがある。こうしたことを背景に生まれ積み上げ
られてきた、「地域の農地は地域が守る」といっ
た「農地の自主的管理」を基礎にした、地域農業
のシステム化、共生農業システムの構築による所
得向上と地域活性化を、引き続き粘り強く目指す
方向もある。
今期の農政改革は、どのような意味において日
本農業・農村の新たな「出発点」となるのか。む
しろ新たな「出発点」とするのか、農家･農村が
自ら決めなければならない。強要･強制によるの
ではなく、自主･自律の共生の農村のあり方こそ
求められる。
そのためには次の点が問われなければならな
い。様々な分野や地域における民主主義は機能し
ているのか。規制緩和の「農政改革」で、山積す
る農業･農村の問題･課題を改善できるのか、農業
･農村の厳しい状況を好転できるのか、農家・農
村が望む状況になるのであろうか。大胆な「規制
緩和」で農業･農村は豊かになるのであろうか。
農政改革や地方創生は、〈地域力（共生の持続力）
の覚醒〉にこそ力を注ぐべきではないか。
本稿では、今期の農政改革の内容を多面的に検
討し、農政改革がかかえる課題・問題点を開示す
る。次にこれらを踏まえて、農業・農村構造に即
した成熟社会にふさわしい農業・農村の将来と今
後の農政改革のあり方、方向性を提示する。

１．規制緩和の農政改革
　（１）農政改革の「視界良好」と「視界不良」

日本の様々な分野において、「首相官邸主導」
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により「決める政治」の「改革」が急速に進めら
れている。農業･農政分野も例外ではない。首相
官邸・内閣府が行政府の司令塔として機能し、主
要な政策が閣議決定され、迅速に実行に移されて
いる。
閣議決定の多くは、経済財政諮問会議や日本経
済再生本部等の首相官邸・内閣府内の主要会議に
より提示されたものである。これらの重要会議は、
財界もしくはそれに近い立場の民間議員で構成さ
れる。

　農政改革内容の「視界良好」

今期の農政改革がとくに注目されるようになっ
た理由・特徴は2つある。第一に首相官邸・内閣
府主導の農政改革であること、第二に劇的な規制
緩和による劇的な農業構造の変化を目指すもので
あることである。
第一の点については、農業・農政のあり方をめ
ぐり、これまでにない急進的な改革案が首相官邸・
内閣府から矢継ぎ早に提示され、閣議決定して推
進する点に象徴的にあらわれている。これまでに
なく強い政治的決意のもと、政策の推進、農政改
革が行われている。2014年に改革の内容が明確に
なったが、2015年以降は本格的に実施に移される。
農政改革の要である「食料・農業・農村基本計
画」の策定はこれまでとは違い、官邸・内閣提案
の改革案を踏まえた基本計画の策定になった。本
来であれば、食料・農業・農村政策審議会におい
て独自に審議されるものである。ところが、内閣
府および内閣官房に設置された経済財政諮問会議
や規制改革会議、日本経済再生本部内会議（産業
競争力会議）等の提言等が次々と提出され、閣議
決定のうえ基本計画に反映されていった。
官邸・内閣府は、「農業･農村構造を動かし変え
る」との強い政治的決意をもって農政改革を推進
しており、「閣議決定」による固め打ちに、その
決意の強さが読み取れる。第3次安倍内閣（2014
年12月24日以降）における農政の推進も、「首相
官邸・内閣府主導」が引き続き重要なキー概念に
なることは「視界良好」である。

第二の特徴である「劇的な規制緩和による劇的
な農業構造の変化を目指す」農政改革は、まさに
劇的な内容である。すなわち、農業の自由な展開
を阻む「岩盤規制」となっている農協･農業委員
会を弱体化し、また農業生産法人要件を見直し、
国内外の農外企業の自由な参入を促すとともに、
6次産業化を進める。徹底的な規制緩和により農
業構造を劇的に変革し、最終的には、成長産業と
して「農業･農村全体の所得を今後10年間で倍増
させる」（「農林水産業･地域の活力創造プラン」、
以下「活力創造プラン」）というものである。
農政改革の意図と目標は、驚嘆するほど「視界
良好」である。農協等が農業の自由な展開を阻ん
でいるかどうかはともかく、これまでになく積極
的で前向きであり、戸惑うほどの内容である。
しかし、規制緩和と農業構造変革の方法が、農
協等の弱体化や農外企業の自由な参入、過度な競
争原理の導入等と劇的であったため、首相官邸・
内閣府と農業界（主に農協）との間で激しいやり
とりが繰り広げられた。背景にはTPP問題への対
応の違いもある。これまでになく両者には高い緊
張感があり、対立点は「視界良好」である。

　農政改革見通しの「視界不良」

このように「視界良好」で劇的な内容をもつ農
政改革の提起である。しかし、現実に現場がその
とおり動くかどうか、農政改革の見通しは「視界
不良」である。
今後も、財界のニーズにそくした政府に農業界
が厳しく対峙することになろう。農政改革がポス
トTPPを射程に入れており、どちらかに歩み寄り
があったとしても、また地方創生対策が講じられ
たとしても、農業･農村、そして農協等は引き続
き厳しい状況におかれるからである。規制緩和は
確かに「自由」な活動を促すが、それは何のため
か誰のためか、が問われることになる。
さらなる厳しさを迫る農政改革に、農業･農村
の現場はどのように対応するのであろうか。農業
内部では農産物価格の低下、生産費の上昇、農外
就業では賃金の低下、家計では生計費の上昇のも
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とで、どこまで耐えられるのであろうか。
農協等の「一体的改革」がなぜ必要なのであろ
うか。農協等の「岩盤規制」・「既得権益」の打破
といえば聞こえはいいが、一体的改革により国内
外の農外企業に対して農業への参入を促し、農業・
地域社会の守り手・支援組織の一角を崩壊させる
との評価ができるほどの改革である。
こうした改革・見直しでは、生産地は守れても
農村社会は維持できないのではないか。平穏な暮
らしを脅かしかねない。改革をこのまま断行すれ
ば、政府と農業界の今後の関係は大きく変わり、
農協等の一体的改革そのものの見通しも「視界不
良」である。
農政改革は、現場の実態を踏まえて着実に推進
すべきものである。しかし、今期のそれは強烈で
急進的である。そうさせる背景の一つには、「ま
もなく農業構造は動く」との確信的な判断がある
し、「動かす」との強い政治的決意がある。根拠は、
農業センサス等の統計的調査結果の分析やその考
察の結論にある。
しかし、農業･農村の現状は適切に把握されて
いるのであろうか1。ほんとうに「まもなく農業
構造は動くのか」、強烈で急進的な改革でほんと
うに「農業構造は動く」のか、動いたとしてどの
ように動くのか。農村社会は維持できるのか。農
政改革は農業･農村構造に整合した改革なのか2。
改革は「政治的決意」どおりに進むのか。農業構
造変革の見通しも実のところ「視界不良」である。

　（２）統治構造と農政改革

内閣府および内閣官房には様々な「会議」や「本
部」がある3。あらかじめこれを整理し、統治構
造における「会議」や「本部」および農政改革の
位置、農政改革の流れ、さらに農政改革文書であ
る「活力創造プラン」の内容を明らかにしておく。
というのも、首相官邸・内閣府を司令塔に農政改
革（基本計画の見直し等）が進められているから
である。

　改訂版「活力創造プラン」の位置

「経済財政諮問会議」は、総合科学技術会議と
ともに、内閣府設置法（平成11年7月16日法律第
89号）第18条を根拠に設置され、内閣総理大臣を
議長とする合議制の「重要政策に関する会議」で
ある。経済全般の運営の基本方針、財政の基本等
（「骨太方針」等）に関する事項を調査審議し、意
見を述べることができる。
2014年6月24日に閣議決定された「骨太方針
2014」4では、農林水産業に関しても明示した。「骨
太方針」では、「農林水産業・地域の活力創造」
として、「攻めの農林水産業を展開し、農林水産
業を成長産業にする」ため、「活力創造プラン」5 

に基づき「今後10年間で農業・農村の所得を倍増
させ」、「食料･農業･農村基本計画を見直す」こと
になっている。国の基本方針のなかに、農林水産
業の目標･方向がここまで明示されたのは珍しい。
「日本経済再生本部」は、経済財政諮問会議と
連携して、「円高・デフレから脱却し強い経済を
取り戻すために、政府一体となって、必要な経済
対策を講じるとともに成長戦略を実現することを
目的として、内閣官房に、これらの企画及び立案
並びに総合調整を担う司令塔となる」ため設置さ
れた6（2012年12月26日閣議決定、本部長は総理
大臣）。再生本部内には、目的の具体化と推進に
関して調査審議するため、産業競争力会議が設置
された（2013年1月8日再生本部決定、議長は総理
大臣）。このもとに各種分科会があり、その一つ
に「農業分科会」がある。
日本経済再生本部は、「日本再興戦略」7を策定
し（2013年6月14日閣議決定）、ここに農業は成長
戦略部門の一つとして位置づけられた。そして…
1年を経過した時点で、新たに「日本再興戦略（改
訂2014）」を策定し（2014年6月24日閣議決定）、
これに改革を加速的に進めるための事項が追加さ
れた。
改訂版では「農業･農村の所得倍増を達成する
ため、どう生産性を拡大していくか」という大き
な課題があり、農業関係組織の一体的改革により
規制緩和を推進し、「攻めの農林水産業の展開」
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を重点事項とした。農業を国内の新たな投資先の
一つとし、企業の自由な参入を促し、農業を成長
産業化するものである。
「規制改革会議」は、内閣府設置法第37条2項に
基づき内閣府に設置された審議会である（2013年
1月23日設置）。総理大臣の諮問を受け、経済社会
の構造改革を進める上で必要な規制改革の調査審
議を行い、総理大臣に意見を述べることを主な任
務とする。このもとに「農業ワーキング･グループ」
の会合があり（2013年9月10日第1回会合）、第17
回会合（2014年6月12日）で答申案が示された。
答申案では、農業関係組織の一体的改革により
規制緩和を推進することが記された。そして、第
35回規制改革会議において（2014年6月13日）、そ
の農業関係事項を含む「規制改革に関する第2次
答申」が提出され、これを踏まえて策定された「規
制改革実施計画」8が、2014年6月24日に閣議決定
された。
「農林水産業・地域の活力創造本部」は、農業
や地域等の持続的発展のための方策を検討するた
め、内閣官房に設置された（2013年5月21日閣議
決定、本部長は総理大臣）。「日本再興戦略」や産
業競争力会議農業分科会、規制改革会議等で提起
された方向の具体化と推進のための方策を「活力
創造プラン」に取りまとめた（2013年12月10日本
部決定、2014年6月24日改訂･本部決定）。以上の

本部･会議等の関係は、図1に示しておいた。
なお、農林水産省内には農林水産大臣を本部長
とする「攻めの農林水産業推進本部」が設置され
（2013年1月29日設置）、「活力創造本部」の討議と
並行して省内でも検討された。「日本再興戦略」
や「活力創造プラン」で示された「農業･農村全
体の所得の倍増」に向けた取り組みを推進するた
め、2013年12月11日、「『現場の宝』をみがき、活
力ある農林水産業の実現を目指して―攻めの農林
水産業推進本部とりまとめ（重点事項）」9が取り
まとめられた。
「まち・ひと・しごと創生本部」10は、人口急
減･超高齢化に取り組むため、内閣官房に設置さ
れた（2014年9月3日、本部長は総理大臣）。9月12
日の第1回会合で基本方針が示され、9月29日には
「まち・ひと・しごと創生法」（平成26年法律第
136号）等が187回臨時国会に提出され、11月21日
可決、成立した。さらに、2014年12月27日、「まち・
ひと・しごと」に関する長期ビジョンと総合戦略
か取りまとめられ閣議決定された11。農村、中山
間地域等の雇用・所得問題に、今後大きく関わっ
てくるであろう。

　驚嘆の「10年間で所得倍増」

最初に、農政改革の「おおもと」からみること
にする。「おおもと」は、2014年6月24日に閣議決

農林水産業・地域の活力 
創造本部決定 

（平成25年12月10日） 

１．輸出促進・地産地消・

（「日本再興戦略」具体化）

 

 食育等の推進 
 

２．６次産業化等の推進 
 

３．農業の構造改革と 
 生産コストの削減 
 

４．経営所得安定対策の 

 見直し及び日本型直接 

 支払制度の創設 
 

５．農山漁村の活性化 
 

６．林業の成長産業化 
 

７．水産日本の復活 
 

８．東日本大震災からの復
旧・復興 

 
９．農業の成長産業化に 
 向けた農協の役割 
 
※規制改革会議・産業競争

力会議における検討を
踏まえ、６月を目途に改
訂 

 

改訂のポイント 

１．輸出促進・地産地消・食育等の推進 
 ・オールジャパンの輸出体制、輸出環

境の整備 
 
２．６次産業化等の推進 
 ・A-FIVEの積極的活用、畜産・酪農の

強化 
 
３．農業の構造改革と生産コストの削減 
  
４．経営所得安定対策の見直し及び 
 日本型直接支払制度の創設 
 
５．農業の成長産業化に向けた農協・農

業委員会等に関する改革の推進 
  
６．人口減少社会における農山漁村の 
 活性化 
 
７．林業の成長産業化 
 
８．水産日本の復活 
 
９．東日本大震災からの復旧・復興 

現場の実態を踏まえた 
着実な改革の推進 

（攻めの農林水産業実行元年） 

 

 

  経営力ある担い手の育成 
 
  

  Ａ－ＦＩＶＥの活用 
 

  畜産・酪農の成長産業化 
 

     輸出環境整備、ジャパン・ 
 ブランド推進等 
                など 

 

  農業委員会等の見直し 
 

  農業生産法人の見直し 
 

  農業協同組合の見直し  

【農林水産省・関係府省】 

【産業競争力会議】 

【規制改革会議】 

大前提：2014年6月24日
「骨太方針2014」閣議決定

2014年6月24日閣議決定

2013年12月10日本部決定 2014年6月24日本部改定

2014年6月13日第2次答申
24日「規制改革実施計画」

閣議決定

図1　改訂前後の「農林水産業・地域の活力創造プラン」の概要

（出典）首相官邸ウェブサイト〈http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/pdf/plan-gaiyou-kantei.pdf〉の
図をもとに筆者作成。下線が改訂･追加された政策･文言
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定された「骨太方針2014」であり、これを受けた
経済対策としての「日本再興戦略（改訂2014）」、「規
制改革実施計画」である。
まず「再興戦略」をみると、「第一　総論」の
なかで「攻めの農林水産業の展開」を位置づけて
いる12。政府あげて取り組むという位置づけであ
る。この提言は、「骨太方針」、「規制改革実施計画」、
そして農業政策・施策として具体化した「活力創
造プラン」とは一体のものであり、これらすべて
同日に閣議決定されている（図1参照）。改訂版「再
興戦略」では農業・農政の方向性を次のように提
示している。
「①農業委員会･農業生産法人・農業協同組合の
在り方を一体的に見直すことで、生産現場である
地域において、自主性の発揮とスピード感のある
農業経営を可能とすること、②流通とマーケティ
ング、6次産業化を含めた国内のバリューチェー
ンを再構築すること、③バリューチェーンを国際
市場ともしっかりと連結するとともに新たな国内
市場を開拓することに総合的に取り組むこととす
る」。
ここでの「攻めの展開」とは、「農業が競争力
と魅力ある産業に生まれ変わることで、地域経済
の自律的な発展を牽引する役割」をもつ展開であ
るらしい。そのような展開になるように、具体的
には次の改革を推進するという。
すなわち、米の生産調整の見直し（2018年産米
を目途に自由作付）、農業団体の一体的改革（農
業委員選出方法の見直し、農業生産法人の役員･
議決権要件の見直し、農協中央会制度の見直し
等）、酪農の流通チャネルの多様化、6次産業化･
輸出促進である。
「農林水産業･地域の活力創造本部」（2013年5月
21日設置）は、農業･農村の厳しい状況を打開す
べく「活力創造プラン」（当初）を策定した（2013
年12月10日本部決定）。農林水産省としては、「現
場の実態を踏まえた着実な改革の推進（攻めの農
林水産業実行元年）」と位置づけた。
当初の「活力創造プラン」では、日本の「農業
･農村の現場を取り巻く厳しい状況」として、農

業生産額の減少、農業担い手の減少と高齢化、農
地の減少と耕作放棄地の増大、農村活力の低下等
をあげた。こうした表現は、高度経済成長が終焉
して以降、農林水産省の文書に表現される「お決
まり」の文章であり、政策もここ数年「お決まり」
のものが提示されたが、いくつか新規のものもあ
る。
すなわち、国内外の需要拡大、農林水産物の付
加価値向上、生産現場の強化、多面的機能の維持
･発揮の4つの柱からなる。これを推進するための
新たな改革（4つの改革）として、農地中間管理
機構の創設（新規）、経営所得安定対策の見直し、
水田フル活用と米政策の見直し、日本型直接支払
制度の創設をあげた13。これらにより「農業･農
村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目
指す」（新規）とした。
さらに、「骨太方針」や「再興戦略」等の改訂
に伴い、図1のとおり、「活力創造プラン」も改訂
された。ここでは、4つの柱を基本としつつ「所
得倍増」の実現を確実なものとするために、産業
競争力会議や規制改革会議の提言を受け、強化策
が追加された。図1のとおり、輸出促進とそのた
めの体制と環境の整備、民間資金･組織を活用し
た6次産業化の推進、農協･農業委員会･農業生産
法人の一体的改革、人口減少下の農山村の活性化
等である。
農業界に衝撃が走った。なかでも、農協等の「一
体的改革」等の強烈かつ急進的な政策が農林水産
省外から入力されたからであり、異例なことだか
らである。しかも、「現場の実態を踏まえた着実
な改革の推進」にふさわしいとは思えない内容
だったからである。
そもそも「農業･農村全体の所得を今後10年間
で倍増させること」は、驚嘆に値する目標であ
る。農業資材価格の大幅引下げやハイパー ･イン
フレーションでも起きないかぎり困難だ。TPPが
決着すればさらに難しい。
また、「農地中間管理機構を通じた農地の集約
化と生産コストの削減」は、十分な予算と一貫し
た実施方針、着実な実施が求められるが、十分と
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はいえない。「農地中間管理事業の推進に関する
法律」（2013年12月13日法律第101号、以下「農地
中間管理事業法」と略記）、施行令・施行規則、
農地中間管理機構に関するQ&A、等14の間に出て
くる齟齬や課題には、今後も注意を払う必要があ
る15。

１．……農業・農村の現状、今後の見通し、方向性等について、
筆者はすでに『農家の将来―TPPと農業・農政の論点』
農林統計出版,…2013.…において開示した。しかし、今期
の農政改革は「規制緩和」ありきの方向性で、現状を
踏まえた方向性とはいえない。「農政の空回り」が心配
される。

２．……今期の農政改革の全般的な論評・批判については、田
代洋一・小田切徳美・池上甲一『ポストTPP農政―
地域の潜在力を活かすために』農文協ブックレット9,…
2014;…『農業と経済』（臨時増刊）80巻3号,…2014.4,…等が参
考になる。いずれも、おおむね現状の誤認と方向性の
疑義を指摘する点で共通している。

3．……「主な本部･会議体」首相官邸ウェブサイト〈http://
www.kantei.go.jp/jp/singi/〉;…「審議会･懇談会等（政策
会議等）」内閣府ウェブサイト〈http://www.cao.go.jp/
council.html〉,…等を参照。

4．……「骨太方針2014」内閣府ウェブサイト〈http://www5.cao.
go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/decision0624.
html〉

5．……「農林水産業・地域の活力創造プラン」の当初プラン、
改訂版ともに、「農林水産業･地域の活力創造本部」首相
官邸ウェブサイト〈http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
nousui/〉…参照。

6．……「日本再生本部の設置について」首相官邸ウェブサイト
〈http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/konkyo.
html〉

7．……「日本再興戦略」は、アベノミクスの第3の矢＝成長戦略
である。第1の矢が「大胆な金融政策」（金融緩和で流
通するお金の量を増やし、デフレマインドを払拭する）、
第2の矢が「機動的な財政政策」（約10兆円規模の経済対
策予算＝政府支出によって、政府自らが率先して需要を
創出する）、第3の矢が「民間投資を喚起する成長戦略」
（規制緩和等によって、民間企業や個人が真の実力を発
揮できるようにする）である。これらによって、〈企業
業績の改善→投資の拡大→賃金の増加→消費の拡大→企
業業績の一層の改善〉という好循環を作り出し、今後10
年間の年平均成長率3％の「持続的な経済成長」（富の拡
大）を実現することである（「アベノミクス『3本の矢』」
首相官邸ウェブサイト〈http://www.kantei.go.jp/jp/
headline/seichosenryaku/sanbonnoya.html〉）。

8．……「 規 制 改 革 実 施 計 画 」 内 閣 府 ウ ェ ブ サ イ ト

〈http ://www8 .cao .go . jp/k ise i -ka ikaku/ka ig i/
publication/140624/item1-1.pdf〉

9．……「『現場の宝』をみがき、活力ある農林水産業の実現を目
指して―攻めの農林水産業推進本部とりまとめ（重点事
項）」農林水産省ウェブサイト〈http://www.maff.go.jp/
j/kanbo/saisei/honbu/pdf/hontai0.pdf〉

10．……この本部は、「『まち・ひと・しごと創生法』の施行に伴い、
平成26年12月2日からは同法に基づく法定の本部として
引き続き司令塔機能」を担って行くことになる（「まち・
ひと・しごと創生本部」首相官邸ウェブサイト〈http://
www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/〉）。

11．……「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（長期ビジョ
ン）は「日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目
指すべき将来の方向を提示」したもので、また、「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」（総合戦略）は長期ビジョ
ンを「実現するため、今後5カ年の目標や施策や基本的
な方向を提示」したものである（「『長期ビジョン』『総
合戦略』の閣議決定に伴う石破大臣のコメント（平成
26年12月27日）」首相官邸ウェブサイト〈http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/sousei/h261227.html〉）。『総合戦
略』では、目標年2020年までに、地方での安定した雇
用を30万人創出するとし、このうち農林水産業の成長
産業化で6次産業化の市場規模を10兆円（2012年度1.9兆
円）に拡大し、5万人の就業者を創出するという。

12．……「日本再興戦略」は2013年6月14日に閣議決定された。
2014年の改訂版については、首相官邸ウェブサイト
〈http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/
honbunJP.pdf〉

13．……「活力創造プラン」の改訂が行われる前の「農業白書」
には、4つの柱4つの改革が強調されていた（「平成25年
度食料･農業･農村の動向」,…pp.10-21.…農林水産省ウェ
ブサイト〈http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/
h25/pdf/z_all_1.pdf〉）。

14．……農地中間管理機構の仕組み、法律等に関しては、「農
地中間管理機構（農地集積バンク）について」農林
水産省ウェブサイト〈http://www.maff.go.jp/j/keiei/
koukai/kikou/〉

15．……たとえば、安藤光義「農地中間管理機構は機能するか
―課題と展望」『JC総研レポート』2014年夏,…30巻,…pp.2-
9;…小針美和「動き出す農地中間管理機構と現場からの
示唆」『農林金融』67巻6号,…2014.6,…pp.17-32.

２．農政改革が抱える問題点
　（１）改訂版「活力創造プラン」の実現可能性

今期の農政改革は、「現実離れ」の目標･内容を
もつものであり、〈村〉に「1人勝ち構造」を創出
するものである。農政改革に現場は動くのか、動
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いたとしても成果は上がるのか、「所得倍増」は実
現するのか。疑問は尽きない。現場における「政
策の空回り」が心配される。そこで、改訂版「活
力創造プラン」の実現可能性という観点から検討
し、ここから浮かび上がる問題点を指摘する。

　「活力創造プラン」の4つの柱

第一に、「国内外の需要拡大」である。地産地消、
食育等で国内需要の掘り起こしつつも、人口減少
･高齢化のもとでは限界があるだろうから16、輸出
をどこまで伸ばせるかが大きな鍵となる。
「和食」が世界文化遺産に登録されたこともあ
り、料理界とのコラボレーションは輸出促進に貢
献するかもしれない17。しかし、全体としては、
品質はよくても、やはり価格の面でみると、輸出
は厳しい。為替レートも大きく影響する。また、
外国への規制緩和等による輸出拡大の努力は、輸
入拡大にはねかえる。TPPが決着すれば負の影響
が出るであろう。
第二に、「農林水産物の付加価値向上」では、「6
次産業化」に焦点がある。農産物直売所等にみる
ように、もはや拡大の限界点・頂点まで達した感
がある。民間組織との共同で加工・販売施設を立
ち上げたとしても、新商品･新生産方法･新市場の
開発等でもないかぎり、「需要低迷」の現実は大
きなリスクとなる。植物工場は、採算等で栽培農
作物がかぎられているし、需要･実需者とのマッ
チングにも課題は残る18。
農家民宿等のサービス分野も既存ホテル等の宿
泊施設との競合、経済性等で厳しい19。ただし、
日本のライフスタイル体験ツアーに対する国内外
観光客の農山村へのニーズは拡大するかもしれな
い。また、太陽光・小水力・風力等の再生可能エ
ネルギー発電も、農家に何がしかのメリットをも
たらすかもしれない20。
第三に、「生産現場の強化」では、農地中間管
理機構の活用による規模拡大、農業の生産コスト
削減、米の生産調整の見直し等があげられている。
これに不可欠としているのが農協等の「一体的改
革」である。しかし、「一体的改革」で「生産現

場の強化」や「所得増大」となるかどうかは不透
明である。この点は後述する。
さらに次のような疑問・課題をあげることがで
きる。「生産調整の見直し」とは2018年を目途に
した廃止21だが、農協法上の「農協中央会」なし
にどう対応するのか、自由作付で混乱なくほんと
うに対応できるのか。全農を株式会社化して中山
間地域にどう対応するのか。新規の農地中間管理
機構は、十分な予算を確保し、法に基づく実施方
針の柔軟な運用のもと、十分な成果をあげること
ができるかどうか。また、農業生産法人要件の緩
和で農外企業の参入を促すが、地域の農地や雇用
にどのような影響をもたらすか。農地の大区画化
･汎用化、担い手の育成、地域的な取組みの工夫等、
生産コストの削減に取り組むことができるかどう
か。
第四に、「多面的機能の維持･発揮」では、日本
型直接支払制度の創設22、農村の活性化23、等が
あげられるが、具体的な対策は出尽くしている。
直接支払制度の充実、また「活力創造プラン」に
記されている地域の共同活動の支援、地域で担い
手を支援、集落間のネットワーク化、都市と農村
の交流推進、里地里山の保全、鳥獣害対策、その
他既存施策等はこれまで以上に確実・着実に進め
て行くしかない。このほかに、指摘がないが、各
地での世界農業遺産24の認定は新たな試みとすべ
きであろう。

　避けたい「政策の空回り」

「活力創造プラン」は、農林水産省等の知恵を
結集したもので、一つひとつが具体的で細かな施
策を示している。実績が上がるようにも見受けら
れる。しかし、成果が上がらず、担い手確保や農
地集積、農村活力に大きな改善がみられない場合
もありうる。
何よりも心配なのは、「政策の空回り」である。

「現場の実態を踏まえた着実な改革の推進」の内
容になっているとはいいがたいからである。
これまでの延長線上の政策の繰り返しをやって
も現状打開は困難との判断からか、今期の農政改
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革では「思い切った」〈「経済合理性」で割り切る
農業観〉を採用･適用した改革、「荒療治」による
構造改革を断行した。ポストTPPも射程に入れた
農政改革である。そのため現場での「政策の空回
り」が心配されるのである。
規制改革会議や産業競争力会議の構成員は財界
やそれに近い学識経験者が多く、そこで策定され
た農政改革の内容は、〈「経済合理性」で割り切る
農業観〉で貫かれている。この〈農業観〉の農政
改革は、〈農協・農業委員会･農業生産法人の一体
的改革→自由な経済競争→（土地利用型農業の2
の極分解の促進＋農外企業の農業分野への自由な
参入と6次産業化）→勝ち組の所得倍増〉という
シナリオを推進するものであり、農業界からみれ
ば相当の「荒療治」である。受け入れがたい内容
に満ちている。
そもそもなぜ「農業の成長産業化」なのか。結
論からいえば、農外企業・勝ち組にとっての成長
産業化であろう。規制緩和を徹底的に進め、農外
企業が自由に農業に参入し将来は農地を所有し、
また農協事業に取って代わり、このもとでは〈「農」
の営み・「農」の論理〉25ではなく製造業の論理
で自由に事業を展開する26。小規模な家族経営は
自家の就業場を失い、農外の低賃金就業を強いら
れる。既存の大規模農業も長期的にみれば競争に
負けて撤退し、農外企業がこれに取って代わる。
こんなシナリオが描ける成長産業化である。
規制緩和の焦点は、農協等の「一体的改革」で
ある。改革が進まず農業･農村を停滞させている
「岩盤規制」を壊し、すなわち農協･農業委員会の
改革で弱体化させ、自由な競争を作り出し（米の
生産調整の廃止・農業生産法人要件の見直し等）、
農業･農村構造を大きく変えるというものである。
このもとでは「集落の話し合い」・集団的対応、「農
地の自主的管理」等の集落・地域の規範、「人･農
地プラン」の活用も好ましいとは判断されない。
あくまでも「個別の自由な展開」が重視される。
この論理は非常に単純でわかりやすく、農家･
農村に受け入れやすい側面をもつ。ここには農家・
農村にある一定の農協等の批判、プロ農家･主業

農家への農協の対応の不足、農業･農村の新自由
主義的志向への傾斜、面倒な「集落の話し合い」
等に応える内容も含まれている。
しかし、農家は農協や農業委員会の存在、〈正・
准組合員＋地域〉主軸の農協運営、「集落の話し
合い」をすべて否定しているわけではない。首相
官邸･内閣府主導の上意下達の強要、2極分解･農
外企業参入を促す「一体的改革」の強要、農業･
農村にある協同･共同や共存･共生の否定に疑問を
抱いている。そもそも「所得倍増」の目標は、「あ
りえない」非現実的な目標と考えている。
面倒ではあるが「集落の話し合い」、この否定
は地域の民主主義の否定につながり、農業調整・
支援組織の全否定、また農家の農政改革への冷め
た見方や農業･農村の厳しい現実、非現実的な目
標等は、農業･農村改革への高揚感・信頼感を生
み出さない。そのため現場での「運動」にならな
い。結果、強要・強制になる。そもそも上記のよ
うな単純なシナリオで深刻な農業・農村の「事態
打開」ができるとも思えない。結局、「政策の空
回り」に終わる可能性がないわけではない。
「政策の空回り」という心配だけではない。改
革が〈前進・前進せず〉のどちらの結果になるに
しても、「首相官邸・内閣府主導」の飛躍的で未
踏のさらなる規制緩和による農業･農村の大改革、
さらなる「荒療治」に突き進むことである。「現
場が動かずとも改革は断行する」ということにも
なりかねない。これで「よし」とするかどうか、
状況の冷静な把握と分析が必要になってくる。
そのためにあるのが食料・農業・農村政策審議
会である。本来のところ、食料・農業・農村政策
審議会での十分な審議･議論と分析が望まれる。
しかし、うまく機能しているようには思えない。
というよりも、農政改革の官邸主導、閣議決定が
あまりにも重いのかもしれない。

　（２）食料・農業・農村政策審議会の存在意義

国は、食料･農業･農村基本法（平成11年7月16
日法律第106号、以下基本法）の「4つの理念にのっ
とり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的
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に策定し、及び実施する責務を有する」（基本法
第7条）としている。4つの理念とは、食料の安定
供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な
発展、農村の振興である。これらの理念の実現の
ために、食料・農業・農村政策審議会は重要な位
置と役割を与えられている。

　食料・農業・農村政策審議会の役割

基本法第15条において、次のような位置と役割
が記されている。「施策の総合的かつ計画的な推
進を図るため、食料･農業･農村基本計画を定めな
ければならない」とし27、同条5項で「基本計画
を定めようとするときは、食料･農業･農村政策審
議会の意見を聴かなければならない」としている。
さらに、この審議会は「この法律の規定により
その権限に属せられた事項を処理するほか、農林
水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律
の施行に関する重要事項を調査審議する」（同法
第40条）。そして、「前項に規定する事項に関し農
林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることが
できる」（同条2項）との位置が与えられている。
食料・農業・農村基本計画に基づき各分野の施
策が具体化され決定し、地方自治体、現場に下ろ
されて行く。工程表に基づき評価・点検が行わ
れ、改善すべきは改善して新たな施策が講じられ
る。そして、「食料、農業及び農村に関する施策
の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごと
に、基本計画を変更する」（同法第15条7項）こと
になる。
このように、農業政策･施策を決めるにあたっ
ては、食料・農業・農村政策審議会が策定した「食
料・農業・農村基本計画」が重要な位置におかれる。
議員立法を除けば、多くの場合、農林水産省は基
本計画に基づき、各種審議会等の意見を聴き、こ
れを反映させて施策の原案を作り、国会の衆参農
林水産委員会で審議・修正等が行われ、制度・政
策･施策が決まる。
今期の基本計画および農政改革の原案は、農林水
産省案がありつつも、内閣府の重要会議の決定事項
がほぼ完璧に入力されている感がある。「横からの

入力」というより「上からの入力」である。首相官
邸・内閣府の権限が非常に強い印象を受ける。
こうしたことを審議･決定する内閣府の民間議
員・委員は、日本の農業･農村に精通していると
は思えない人ばかりである。「精通していないか
らこそ『思い切った』提言ができるメリットがあ
る」との判断もあるのだろうか。そして、内閣府
の重要会議等での提言が「閣議決定」の政府案と
して、いわばトップ･ダウンで次々と提出され決
定してきた28。
しかし、このような政策策定のあり方や政策の
内容こそ、農業・食料・農村政策審議会で審議す
べきである。食料自給率・自給力の審議も重要で
あるが、「活力創造プラン」自らがいうように、「現
場の実態を踏まえた着実な改革の推進」とは何か、
その推進により個々の農家の「所得増大」にどう
つなげるかを審議すべきである。「10年後に所得
倍増」はほんとうに可能なのか、「所得倍増」に
農協等の「一体的改革」は貢献できるのか、農業
構造の劇的変化は可能なのかの審議である。
ところで、トップ・ダウンによる政策決定は、

〈（政権）党―農林水産省―JA全中〉（三者協議）
というアイアン･トライアングル（鉄の三角形）
の弱体化を意味し、今後の農政の決定過程や「農
業現場の政策への反映」に大きな影響を与えるこ
とになろう。とりわけ1996年の総選挙以降の弱体
化は否めない。農村人口、農業就業人口が減少し、
農業界の影響力が縮小した面もあるが、政権政党
の転換、政権交替が現実となったこと、つまり選
挙制度の変更も関係している。
小選挙区比例代表並立制（1994年公職選挙法改
正）の選挙制度は、政権交代を容易にした半面、
党執行部が議員の当落等の権利を握って議員個人
の自由度を縮小するとともに、選挙で大勝して公
約実現のために党執行部･官邸主導の面を強くし
た29。また、小選挙区選挙により国会における都
市出身議員の構成割合を増した30。こうした点も
「農林族」との連携、政治力を弱めた。
さらに、与野党を問わず、第2次安倍内閣以前
の数年間は首相が毎年交代するとともに、「決め
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られない政治」が続いたという反動もある。国会
で与党が圧倒的な多数を占め、「決める政治」が
実行可能ないまこそ、農業･農村を停滞させてい
る「岩盤・元凶」である農協等を改革し、一気に
自由な競争環境を作り出す、そして農業･農村の
大改革を断行する、というシナリオが現実のもの
となりつつある。もちろん、シナリオ通りに進む
かどうかは「視界不良」である。
アイアン・トライアングルが必ずしも好ましい
とは思わないが、「農業現場の政策への反映」に
滞りがあるのはもっと好ましくない。だからこそ、
農業・食料・農村政策審議会は上記の論点をこれ
まで以上に十分に審議し、政策方向を提示すべき
なのである。

　内閣府は法律的に上位!?

なぜ、首相官邸・内閣府がこれほどまでに強く
なったのか。与党が国会で圧倒的多数となったこ
とが大きな要因であろうが、行政・行政府のあり
方、統治機構･構造が、2001年の省庁再編・新省
庁発足以降、実質化してきた点も見逃せない。内
閣官房・内閣府の機能・権限が強化された。
国家行政組織法（昭和23年7月10日法律第120号）
では、改正後、第2条2項に次のようにある。「国
の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策につ
いて、自ら評価し、企画および立案を行い、並び
に国の行政機関相互の調整を図るとともに、その
相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機
能を発揮するようにしなければならない。内閣府
との政策についての調整及び連絡についても、同
様とする」。
また、内閣府は2001年の中央省庁再編後は「他
省庁より上位の格」（国家行政組織法と同列）の
機関と位置づけられ、一段高い立場から企画立案・
総合調整を行う組織として新設された。このため、
「分担管理事務を行う省庁等の行政機関の組織基
準を定めた国家行政組織法の対象とせず、国家行
政組織法的な規定と各省設置法的な規定を一つに
まとめた内閣府設置法が別に定められた」31。こ
の点に着目し、再編前の総理府（総理府設置法は

国家行政組織法が上位）の後継機関とされる内閣
府、その設置法を簡単にみておく。再編前後の位
置が明確になる。
内閣府は、「内閣官房の総合戦略機能を助け」、「恒
常的かつ専門的な対応が必要な特定の内閣の重要
政策に関する企画立案・総合調整」とされる32。
内閣府設置法では、その第4条で「任務を達成
するため、行政各部の施策の統一を図るために必
要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総
合調整に関する事務をつかさどる」とし、「次に
掲げる事項」（同条1～3項）には経済･財政の運営・
企画・立案等がある。これら事項をつかさどるた
めの機関として「経済財政諮問会議」がおかれて
いる（同法第18条）。
「重要政策に関する会議」としての「経済財政
諮問会議」では、「経済財政政策に関連する重要
事項について、経済全般の見地から政策の一貫性
及び整合性を確保するため調査審議すること」と
合せ、「当該各号に規定する大臣に意見を述べる
こと」ができる（第19条1～3号）。非常に大きな
位置が与えられている。
さらに、同法第5条2項では、「内閣府は、内閣
の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、
企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法第1
条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、
その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行
政機能を発揮しなければならない」としている。
内閣・内閣府のもとに、各行政機関は一体となっ
て任務の遂行に当たることになる。
「経済財政諮問会議」のほかに、2013年1月23日
に復活・設置された「規制改革会議」がある。こ
れは、総理大臣の諮問を受け、規制改革に関する
調査審議を行い、意見を述べるための合議制の機
関である（内閣府設置法第37条2項）。
このように、現在の内閣府の権限は強いが、
2000年末まで内閣府の役割を担っていた「総理府」
はそうではなかった。総理府設置法（昭和24年5
月31日法律第127号）第3条2項にあるように、各
行政庁との関係については、「各行政機関の施策
及び事務の総合調整」だけであった。
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中央省庁再編33があった2001年１月以降、内閣
府は、内閣府設置法に基づき、国の重要政策につ
いて自ら企画･立案し、そのための総合調整を行
う、というように内閣機能が強化され大きく転
換した34（1998年6月中央省庁等改革基本法成立、
1999年7月省庁改革関連法17本成立、同年12月省
庁改革施行関連法61本成立、2001年1月新省庁発
足）。今日、これが本格的に機能し始めた、実質
化したといっていいかもしれない。
以上の流れの総仕上げともいえるのが、内閣官
房に設置された内閣人事局（「国家公務員法等の
一部を改正する法律」平成26年4月18日法律第22
号、2014年5月30日設置）であろう。内閣総理大
臣を中心とする内閣が一括して各省の幹部人事を
行うことにより、縦割り行政の弊害をなくし、政
治主導および官邸・内閣主導の行政運営を実現す
るものである35。
農林水産行政の重要案件は、農林水産省決定で
はなく閣議決定が「おおもと」にあり、その遂行
にふさわしい農林水産省の幹部人事は内閣人事局
が決めるということである。重要な行政運営に関
わるすべてが、内閣官房・内閣府におかれること
になった。
このようにみると、「官邸主導体制」は根拠を
もち、内閣府設置法等の実質化が急速に進んでい
る。そうだとすれば、実質化が深化するほど、重
要会議や審議会の委員選出の基準の明瞭化、立場・
利害の偏りの是正等を進めなければ、「官邸主導
体制」への信頼は出てこない。そして、必要十分
な時間と、公共的討議のプロセスにおける納得･
合意がなければ、「決める政治」は「決められな
い政治」以上に社会的リスクが大きいといえるの
ではないか。
このような論点は、法律家･政治学者の間でい
まだに十分な議論がなされているとは思えない。
新省庁が定着した今日における、法の構造に基づ
く官邸・内閣府と各省との関係、官邸・内閣府の
権限のあり方、国家行政に関する公共的討議のあ
り方、また、市民･国民意識と行政執行との大き
な齟齬の是正手段、行政への市民参加のあり方、

代議制における市民･国民の意見の反映のあり方、
小選挙区制選挙の是非等、論点は多い。これらに
関する評価や課題、改善方策等の見解を、ぜひ法
律家・政治学者の方々から示してほしいものであ
る。

　（３）農政改革のゆくえ

それでは、食料・農業・農村政策審議会におい
て何を議論すべきか。「所得増大」のために何を
なすべきか、「所得倍増」が不可能でも実りある
暮らしを可能にするには何が必要なのかである。
既得権益者の擁護であってならないし、必要な改
革はすべきであるが、農外企業等による新たな利
益・権益・既得権の形成になっても問題である。

　「攻めの農業･農政」の5W1H

「攻めの農業･農政」は、何に向かって攻めるの
か36、うがった見方をすれば、農外企業が自由に
参入し、自由に農業活動を行い、家族農業経営や
既存農業団体の農業活動に「攻め込む」ことを許
す農業・農政の展開ということなのか。さすがに、
ここまで露骨ではないにしても、農協等の「一体
的改革」は、そうした意図が透けてみえる。
また、「攻めの農業･農政」を、別の角度から、
すなわち5W1Hで整理すると、違った側面もみえ
てくる。「活力創造プラン」（何を）は農業･農村
の事態打開のために（なぜ）、農業･農村の現場で
（どこで）、2015年以降（いつ）には実施すること
が決まっており、あとは「だれが」・「どのように」
実現するかを明確にする必要性がみえてくる。
今の時代に強要・強制はできないので、農家･
農協・農地中間管理機構等のレベル（だれが）に
おいて、「運動」（どのように）にならないことに
は実現しないであろう。「運動」になるような農
家･現場の高揚感・信頼感が必要であり、それを
期待したい。しかし、「活力創造プラン」で「事
態打開」になるかどうか、すなわち高揚感のある
「運動」になるかどうかが問題である。
高揚感を伴う「運動」となって成功に導く「カ
ギ」は明確である。「所得の増大」である。しかし、
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上記の施策、すなわち、〈「経済合理性」で割り切
る農業観〉では難しいのではないだろうか。一部
の大規模経営や参入農外企業が所得増大に結びつ
いても、多数の農家はどうなのか。この点の農家
の信頼感がなければ、農家の「運動」への意識は
高揚しないであろう。
はじき出された農家・農民の経営と雇用は確保
されず、また自家消費や販売の農産物を失い所得
の縮小にもなるようなシナリオでは難しい。結局、
「攻めの農業の展開」は、〈村〉に「1人勝ちの構
造」を作り出し、一握りの経営者の「成功」に導
く。地域の所得増大が多数の農家の所得増大につ
ながるとは限らない。「農業･農家所得の倍増」と
はいわずに「農業･農村所得の倍増」といってい
るのはそのためであろうか37。
一握りのものの所得増大では、農村の潤いや活
気は取り戻せない。現場の農家はこうした状況を
支持するであろうか。一部農家には期待する向き
もあるが、現場をみれば大規模農家･経営でさえ
も「所得増大」には懐疑的である38。
「地域経済の自律的な発展を牽引する」展開を
推進する「攻めの農業･農政」は、その言葉どお
りであるならば、まことに結構なことである。そ
のためにこそ、上記のような〈農業観〉だけでは
なく、そのほかの農業の展開も可能な選択肢の提
示と、食料･農業･農村政策の計画と施策の開示が
必要かつ望まれるのではないか。
官邸・内閣府の強い権限についてはともかく、
食料・農業・農村政策審議会等では、農業･農家
所得の増大につながり、「現場の実態を踏まえた
着実な改革の推進」となるような現実的な計画と
施策を策定してほしいものである。この点にこそ
農家･農村の期待は大きい。

　農林水産大臣の見解―農村雇用と食料自給率

2014年12月14日に総選挙、12月24日には第3次
安倍内閣が発足した。西川公也・農林水産大臣は
再任され、12月24日の記者会見では「政府･与党
一体で改革を進める」、また26日の記者会見39や
年頭所感40では「農家所得を増やす努力をしたい」

と表明した。そして、第2次安倍内閣の農政改革
を継承･推進して行くとした。
総選挙4ヶ月前の2014年9月3日、第2次安倍改造
内閣が発足した。西川農林水産大臣は、自民党
TPP対策委員長から農林水産大臣に就任したが、
9月12日の閣議後の記者会見では次のように述べ
ていた。所得増大は「規模拡大を進めつつ、小規
模農家の就業機会を確保する」、目標食料自給率
の水準は「どの辺を目標にすべきか現実論として
十分検討したい」41。「現場をよく知る」農林水
産大臣らしい見解である。
しかし、現場をよく知るがゆえに、それがどん
なに難しいことかも理解しているであろう。規模
拡大の一方で、小規模農家の離農に対する就業機
会の増大があり、これを食品産業等の農林水産業
の周辺産業と農家の連携を促すという。また、病
院食や高齢者向け食品、米飯給食の拡大等を重視
して国内需要の開拓に力を入れるらしい。
米を例にとれば、大手企業の農業参入が注目さ
れている42。しかし、これまでにもやってきたこ
れらの施策を、具体的にどのように就業機会の確
保や需要の開拓、そして所得の倍増に結びつける
のか。これらの難問にどう応えるのかが問われる。
また、現行の目標食料自給率50％（カロリーベー
ス）については、実際の自給率が39％で停滞して
いることから、「目標をそう下げられないが、将
来どの辺で落ち着けばいいか計算する」という。
この言い回しは、民主党政権以前の自民党政権時
代の45％にもどすということであろう。同時に、
自給力（農地･担い手･技術）の確保の重視が意識
されている。
しかし、驚嘆の「所得倍増」の目標を現実のも
のにするためには、50％程度の「驚嘆」するよう
な目標が必要だったのではないか。新需要の開発・
増大を目指し実現すれば国内生産も増大し、自給
率50％も夢ではないであろう。それとも目標を
45％に引き下げるということは、始めから「所得
倍増」は「困難」との判断であろうか。政策全体
の整合が問われる。
これらの点は、TPPも射程に入っての「自給率目
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標の引下げと自給力概念の重視」ということであろ
う。自給率は低下しても、自給力を確保することで、
いざというときの安定供給に問題はない、そのため
の日本型直接支払制度の創設で対応、との判断であ
る。しかし、自給力は具体的な農業生産により保障
される点を忘れてはならないであろう43。
このほかに、食料・農業・農村政策審議会の企
画部会の議論を踏まえ、耕作放棄地、米消費の減
退と飼料用米の見通しを見極め、「しっかりとし
た目標にしたい」とした。この点も含め上記の重
要な農政課題について、経済財政諮問会議や規制
改革会議等の方針と、農政および現場の実態とを
どう調整し、現実的な「しっかりとした目標」に
して行くのか、そして「目標」をどう実現するの
か、その手腕が問われるであろう。
「まち・ひと・しごと創生」とともに、「所得倍増」
への農業･農村の期待は大きい。しかし、小規模
家族経営や中山間地域等の経営が多数存在し、こ
れを支える農協等の「一体的改革」では、「まち･
ひと･しごと創生」、「所得倍増」につながるとは
思えない。
2015年は、農政改革本番の年である。農村雇用
も食料自給率・自給力も、そして農家の「所得倍
増」もどう実現するのか、実現できるのかが問わ
れている。結果として、農業や地域社会を壊すよ
うな農政改革であってはならない。

2015年2月23日、西川農水相は献金問題で辞任し、後任
に林芳正前農水相が就いた。農政改革に変更はないであ
ろう。

16．……1人当たりの食料消費（供給熱量）の将来推計に将来推
計人口を乗じて、2050年までの1日当たり総供給熱量は、
2012年を100とすると、趨勢ベースでは62の水準にまで
減少する。食料消費減少への対策をとった場合でも、
74、71の水準まで減少すると推計されている（「人口
減少局面における食料消費の将来推計」2014.6,…農林水
産省ウェブサイト〈http://www.maff.go.jp/j/council/
seisaku/kikaku/bukai/H26/pdf/140627_03_01kai.
pdf〉）。

17．……「食文化」農林水産省ウェブサイト〈http://www.maff.
go.jp/j/keikaku/syokubunka/〉;…「 平 成25年 度 食 料･
農業･農村の動向」,…pp.4-9.…農林水産省ウェブサイト

〈http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h25/pdf/z_
all_1.pdf〉

18．……「植物工場を巡る現状と課題」（平成21年1月16日、農
林水産省生産局）経済産業省ウェブサイト〈http://
www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/
g90116b04j.pdf〉;…山本晴彦編著『植物工場―現状と課題』
農林統計出版,…2013.

19．……数多くの文献があるが、たとえば、山﨑眞弓・中澤純治「持
続可能な都市農村交流（農林漁家民宿）のために―高
知県にみる経済活動としてのグリーン･ツーリズム」『高
知論叢』92号,…2008.7,…pp.57-102;…『数字でわかるグリー
ン･ツーリズム2010』（財）都市農山漁村交流活性化機構、
2010;…若林憲子「グリーンツーリズムの教育旅行による
農家民宿・農家民泊受入と農業･農村の展開可能性」『地
域政策研究』15巻3号,…2013.2,…pp.159-179.…等。

20．……たとえば、金子勝・武本俊彦『儲かる農業論―エネルギー
兼業農家のすすめ』集英社新書,…2014.

21．……「生産調整の廃止の経緯と狙い等については、小野雅之
「生産調整政策廃止はどのようにして決まったか」『農
業と経済』（臨時増刊）80巻3号,…2014.4,…pp.10-19.…を参照。
また、生産調整に関係する経営所得安定対策について
は、柳村俊介「経営安定対策の動向と新対策の動向」『農
業と経済』（臨時増刊）80巻3号,…2014.4,…pp.20-31,…を参照。

22．……制度内容と課題･問題点については、たとえば、橋口卓
也「動き出す『日本型直接支払制度』」『農業と経済』（臨
時増刊）80巻3号,…2014.4,…pp.32-41.

23．……「人口減少社会における農山漁村の活性化に関する資
料」2014.6,… 農林水産省ウェブサイト〈http://www.
maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/H26/
pdf/140627_02_01.pdf〉;…「人口減少と高齢化の進行が
農村社会にもたらす影響」2014.6,　農林水産省ウェ
ブ サ イ ト〈http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/
kikaku/bukai/H26/pdf/140627_03_02kai.pdf〉…これら資
料が示す農村社会への影響は深刻であり、農村地域社
会の維持･活性化は緊急の課題であることは明らかであ
る。

24．……「「世界農業遺産（GIAHS）」農林水産省ウェブサイト
〈http://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs1.html〉

25．……「ここでいう〈「農」の営み・「農」の論理〉とは、生産
過程に生命･自然･環境を取り込み、生命を育み、廃棄
物は次の生産の資源になる循環過程をもち、生命･自然・
環境を保全する営みのことである（矢口芳生『共生社
会システム論』（『矢口芳生著作集』第8巻）農林統計出
版,…2013,…p.426.）。

26．……「アベノミクスの成長戦略の基本は「規制緩和」であ
り、経済成長フォーラムの「『企業の農業参入促進』の
ための提言」はそれをもっともよく表している（経済
フォーラム「『企業の農業参入促進』のための提言―
参入規制の緩和と製造業の生産手法導入を」2014.6.20.…
〈http://www.economic-growth-forum.jp/pdf/jegf_

〔 〕



17成熟社会にふさわしい農政改革と農村創生のために

survy140620_02.pdf〉）。このなかで、「農業を成長産業
にするには、①生産性の上昇、②経営手法の改革、③
生産から販売に至るあらゆる段階での多様な担い手の
登場、の三つがとくに必要である」とし、「企業の農業
参入成功の最大の条件は、農業を製造業ととらえ、農
業に製造業の生産手段を導入することである」とも述
べている。しかし、農業は土地に立脚した生物生産で
あり、工業・製造業と同じ論理では限界がある。〈「農」
の営み〉や後述するように「農業の『公共的性格』」に
着目する必要がある。また、「今後5年以内に実現すべ
き政策」として、「一般企業の農地所有の実現」をあ
げている。「農地所有」に関しては、経団連も農業基
本法を見直す際に「株式会社の農地取得の段階的解
禁」を提言（1997年9月）していた（「農業基本法の見
直しに関する提言」経団連ウェブサイト〈http://www.
keidanren.or.jp/japanese/policy/pol145/index.html〉）。

27．……「「食料・農業・農村基本計画」農林水産省ウェブサイ
ト〈http://maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/〉「 食 料・
農業・農村基本計画」は、これまでに3回策定されてい
るが（2000年3月、2005年3月、2010年3月）、2015年3月
に新たな基本計画が策定された。

28．……「藤井庸義「安倍政権下で農業政策はどう決められてき
たか」『農業と経済』（臨時増刊）80巻3号,…2014.4,…pp.5-
9.

29．……「山田陽「熟議民主主義からみる官邸主導型意志決定
システムの特質」『農業と経済』（臨時増刊）80巻3号,…
2014.4,…pp.81-88.

30．……「大選挙区･比例代表選挙やかつての中選挙区選挙は、
カバーする地域範囲が広いため、議員の政策アピール
や活動は、都会出身議員であっても、中山間地域や農
山漁村も理解をしたものにならざるをえない。これに
対し小選挙区選挙は、その地域範囲が市長選挙や県会
議員選挙と同程度か小さいために、議員の政策アピー
ルや活動は都市より・都市型の内容になりがちであり、
また国会における都会出身議員の割合が高くその影響
力も大きい。

31．……「五十嵐吉郎「内閣官房、内閣府の現在―中央省庁
等改革から13年目を迎えて」『立法と調査』2013.12,…
No.347,…pp.54-79.… 参議院ウェブサイト〈http:www.
sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/
backnumber/2013pdf/20131202054.pdf〉

32．……「行政改革に関する懇談会（第4回）議事次第」（資料2）
内閣府ウェブサイト〈http://www.cao.go.jp/sasshin/
kondan/meeting/2012/0704/agenda.html〉

33．……「「中央省庁等改革」首相官邸ウェブサイト〈http://
www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/〉

34．……「「行政改革会議・『最終報告』（1997年12月3日）」首
相官邸ウェブサイト〈http://www.kantei.go.jp/jp/
gyokaku/report-final/〉

35．……2014年5月30日の「内閣人事局看板掛け」における

職員への訓示のなかで、安倍首相は次のように述べ
た（「内閣人事局看板掛け･訓示」（2014年5月30日）首
相官邸ウェブサイト〈http://kantei.go.jp/jp/96_abe/
actions/201405/30jinjikyoku.html〉）。これまでは船団
の「集合体としての日本、そして霞ヶ関があったわけ
ですが、これからは違います。皆さんは、一つの大き
な日本丸という船に乗り、その中において、その船を
いかに間違いのないように、効率的に目的地に到達で
きるか、そして大きな成果を上げることができるかと
いう観点から仕事をしていただきたい」。「縦割りは、
完全に払拭されるわけでありまして、日本国民、国家
を常に念頭に仕事をしていただきたい。そしてその中
において、有能な人材を適材適所に配置をしていただ
くことが皆さんの仕事であります。身の回りの困難、
これを打ち砕くために、誰が必要なのか。中長期的目
標に向かっていく上において、戦略的な思考と粘り強
さを誰が持っているか。そういう観点から、しっかり
とこれからの人事を行っていただく」。

36．……「攻めの農政」をはじめて提起したのは、小泉内閣時の
「食料・農業・農村基本計画」（2005年3月）であった。「基
本計画」には、「改革に当たっての基本的視点」として、
「（５）農業･農村における新たな動きを踏まえた『攻め
の農政』の展開」としたが、これ以上具体的な施策に
関しての記述はなかった。その後、第1次安倍内閣の
松岡利勝・元農林水産大臣は、2007年の年頭あいさつ
で、「我が国農林水産業の持てる力を最大限に引き出す
べく、創意工夫をこらし、『攻め』の姿勢で新たな課題
に挑戦」として、次の点を強調した。「新たな需要を創
造して新産業分野の開拓を推進」、「中国をはじめとす
るアジア諸国の経済発展に伴い、…『おいしく、安全
な日本産品』の輸出を平成25年までに1兆円規模にする」
など、具体的な目標を掲げるあいさつを行った（農業
協同組合新聞ウェブサイト〈http://www.jacom.or.jp/
archive02/document/others/2007/nous101s07010425.
html〉）。第2次・第3次安倍内閣の目標は、農林水産物･
食品の輸出額を現在の約4,500億円から、2020年に1兆円
規模にする。

…37．……「農村所得」とは、「加工・直売の取組の推進や食品企
業等の誘致等による6次産業化等の推進を通じた農村地
域の関連所得」のことを指すらしい（「『農業・農村の
所得倍増』に向けた対応方向について」農林水産省ウェ
ブ サ イ ト〈http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/
kikaku/bukai/H26/pdf/141121_02kai.pdf〉）。

38．……たとえば、長濱健一郎「大規模生産者はどう動くのか
―モデル農村としての秋田県大型村の苦慮」『農業と経
済』80巻11号,…2014.11,…pp.29-35.

39．……「大臣等記者会見」農林水産省ウェブサイト〈http://
www.maff.go.jp/j/press-conf/index.html〉

40．……「農林水産大臣年頭所感」農林水産省ウェブサイト
〈http://www.maff.go.jp/j/kunji/h270101.html〉
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41．……「西川農林水産大臣記者会見概要」農林水産省ウェブサ
イト〈http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/140912.
html〉

42．……たとえば、冬木勝仁「アベノミクス農政で活性化する
大手企業のコメ･ビジネス」『農業と経済』80巻11号,…
2014.11,…pp.60-66.

43．……食料自給力、自給率に関しては、改めてしっかりとし
た議論が必要である。後述する「農業の『公共的性格』
を示す基準」に記したとおり、国内において農業を営
むことには多くの意味があり、その営みをとおして食
料自給力、自給率も維持される。反対に、一定の自給
力・自給率の確保に政策的な意味をもたせようとすれ
ば、食料安全保障そのものの意味と、それ以外の今日
的意味を見出す必要がある。矢口芳生『農家の将来―
TPPと農業･農政の論点』農林統計出版,…2013,…pp.12-26,…
87-95;…鈴木宣弘「供給と消費のベストバランス」『農業
と経済』80巻1号,…2014.1･2合併号,…pp.44-54;…梅本雅「麦
大豆生産振興の課題と方向」『農業と経済』80巻1号,…
2014.1･2合併号,…pp.55-64.…参照。

３．農政改革の背景と課題
　（１）農業・農村構造と兼業農家・農業所得の状況

「規制緩和」農政、すなわち〈農協・農業委員
会･農業生産法人の一体的改革→自由な経済競争
→（土地利用型農業の2極分解の促進＋農外企業
の自由な参入と6次産業化）→勝ち組の所得倍増〉
というシナリオは、農業･農村の厳しい状況を打
開できないどころか状況の厳しさを増すことにな
る。その背景、内容をみてみよう。

　農業・農村構造と兼業農家の状況

アベノミクスの恩恵を受ける人びとがいる一方
で、まったく蚊帳の外にある人びともいる。地方
･農村では、一定の公共事業に支えられている側
面があるものの、依然として雇用・所得水準は厳
しい。大都市と同じような雇用先や所得があるわ
けではない。そのため兼業農家、自給的農家は離
農・農地売却・農地貸付を躊躇し、土地持ち非農
家も農地を簡単には手放そうとはしない。
ただし、なかには仕事があっても低賃金という
ことを背景に、潜在的には高価格ないし納得でき
る価格での農地売却には積極的な農地所有者がい
るかもしれない。だれもが「ソロバン勘定」して

生活しているからだ。
農家･兼業農家の「2足のワラジ」の「ソロバン
勘定」には次のような面があり、兼業・小規模農
家はより強く意識している44。
①農地の資産的保有（いざというときの保険）
→結果、場合により高農地価格での売却の可能性
②農業以外の兼業は農家所得・家計費を補填、
反対に農業の現状維持で他就業の低賃金を農業所
得で補填（物財費水準まで生産継続、自家飯米･
野菜の確保、集落の一員としての地位・発言力の
維持）→結果、地域資源の保全管理、農村コミュ
ニティ維持に貢献
③土地基盤整備、機械化・化学化・装置化、稲
作技術の簡素化・平準化等、農業技術の発展によ
る栽培容易化→結果、兼業も可能に
④農業の後継ぎ確保は困難でも農家（世帯）の
後継ぎは確保→結果、農村コミュニティ維持に貢
献
兼業農家は、農業所得および兼業収入の両方が
あるため、一応の暮らしができている。農業所得
もしくは兼業収入によって家計費の不足を補填し
ている。他就業の低賃金、解雇のリスク、TPP合
意と農業の先行き不安、等を考慮すれば、農地貸
付や離農、反対に農業専業化には躊躇せざるをえ
ない。また、そのため農家の兼業構造・「2足のワ
ラジ」の生活はさらに強固になるという「ソロバ
ン勘定」、「生活防衛」の意識が働く。
全体的には帰農メカニズムをもたない兼業が少
なくないが、団塊世代の帰郷や農家子弟のUター
ン等で兼業農家が再生産されている側面がある。
兼業農家の新たな「滞留構造」が生まれている。
農地の流動化を促すには、兼業農家にとっては家
計費充足と余剰が生まれるような兼業先の賃金
（農業外の就業で自立可能な賃金）が必要である。
他方、大規模なプロ農家にとっては農業の先行
き不安の解消はもちろんだが、農外賃金相当の経
営者報酬を確保できることが望ましい。また、農
業内部の要因としては、通作可能な地域・距離で、
彼らの剰余（利潤＋地代）が小規模農家（貸付農
家）の農業所得を上回る経済的条件がなければ農
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地は動かない45。ただし、大規模農家と小規模農
家とでは自家労働評価が異なり、小規模農家は大
規模農家より評価が低く、生産コストも農業所得
も低くなること、また小規模農家は地代が農業所
得を下回っても農業労働の軽減から得られる効用
の増加が地代と農業所得の差を上回るならば、農
地流動化はより高くなるとの指摘もある46。
専兼農家どちらにしても、上記の農業内外の経
済的諸条件を満たす状況でない。とくに農産物価
格の下落傾向が大きく影響している。稲作の場
合、兼業農家は上記の要因から稲作を続けるであ
ろうし、専業農家・プロ農家も10～15ha水準で
もっとも低コストとなり、この水準以下でも以上
でもコストが上がる状況では規模拡大にも限界が
ある。経営・所得安定の施策が必要である47。
農村・地域の構成員の多数を占める兼業農家は、

「農業にしがみつき」、滞留し、地域に存在する。
自給的農家や兼業農家等は、経済的な「ソロバン
勘定」による生活困窮者・失業者への転落を回避し、
また大きな社会的な意味・役割を担っている48。す
なわち、彼らは地域の構成員であり、地域の様々
な問題を話し合い解決するという民主主義の担い
手（地域コミュニティの担い手）、地域資源の保全・
管理の担い手、地域伝統文化の担い手としての意
味･役割である。
このような役割を尊重できる農政改革が必要で
ある。役割を否定するようでは地域社会・〈村〉
は壊れる。兼業農家等もまさしく暮らしの担い手
であり、その一部に農業があり、その担い手にも
なっている。農家にとって農業は暮らしそのもの
である。
兼業農家等は社会の邪魔者ではなく、有益な存
在なのである。これを単純に2極に分解して、兼
業農家に離農の促進を強要することは、社会的リ
スクを大きくする。兼業農家等の農業は自給的な
意味があり、地域での発言力を確保し、他出者の
実家としての拠りどころにもなっている。地域社
会で多数を占める兼業農家等を無視しては、農政
の推進、まして農業構造（土地利用型農業）に関
わる課題はほとんど前進をみないであろう。

ごく少数の主業的農家・プロ農家も、圧倒的多
数の兼業農家等の意向を無視しないし、兼業農家
等も農業や地域資源の保全に無関心ではない。無
関心では、農村コミュニティ・〈村〉は維持できな
い。農家･農村の意識･構造の理解が重要であろう。
このような点からも、農村は2極分解の促進、
農外企業の自由な参入を容易には受け入れないで
あろう。そして、これによる兼業農家等の農業か
らの撤退は、「所得倍増」どころか農家所得の減
少になる。

　1995年WTO協定締結以後激減する農業所得

ここで、農家にとって重要な意味をもつ農業所
得の状況をみることにしよう。ひと言でいえば、
1995年のWTO農業協定締結以降、稲作所得をは
じめ農業所得は激減している49。
図2は、第2次世界大戦後の「生産農業所得」（農
業産出額×農業所得率＋経常補助金等）の推移
を、農家1戸当たりと10a当たりとでみたものであ
る。1978年までは「両者増益」であったが、その
後1983年まで「両者減益」、また1993年まで「両
者増益」（10a当たりでは1978年を超えない）、再
び「両者減益」となった。その後もこの傾向は続
いた。
農産物価格の低迷、資材価格の上昇のなか、規
模拡大が進まなかった結果である。農産物生産者
価格の動向をみると50、1960年代から1980年ごろ
までは上昇を続けたが、以後低迷して1985年ごろ
をピークに、その後今日まで1割以上の下落をみ
ている。他方、農業生産資材価格指数は、1980年
代前半に上昇のピークを迎え、以後ほぼ同水準で
推移し、再び2006年ごろから上昇に転じ、ピーク
時からでは1割上昇している。2013年度「農業白書」
でも、「生産資材は上昇傾向」のなか「農業所得
は20年間で半減」としている51。
図2にもどるが、これを地域別にみると、突出
的な動きをみせるのが北海道である。1978年まで
「両者増益」を示すが、以降「『省力』増益（10a
当たりは停滞）」を示している。労働生産性の増
大もしくは急速な規模拡大による成果と考えられ
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る。しかし、都府県は北海道のような展開は困難
であったことが推察される。
今期の改革は、北海道や欧米のような構造変動
による所得の増大を期待している向きがある。し
かし、図3に示したとおり、稲作所得でみれば、
生産農業所得同様に1995年以降急減している。1
日当たりと10a当たりの稲作所得は、1977年まで
「両者増益」であったが、1994年まで「『省力』停
滞（10a当たり減益）」と「両者増益」を繰り返し、
1994年を境に「両者減益」となった。
これは、1994年12月に成立した新食糧法のも
とでの米価下落に起因している。1995年1月には

WTOが発足し農産物の自由化が進み、これに伴
い米価も下落が続いた。米価（生産者価格）は
1985年前後をピークに、1987年には31年ぶりに引
き下げられた以降下落が続き、2011年には4割以
上も下落し、他方、農業生産資材価格は1割の上
昇があった52。2010年以降、直接支払制度等によ
り若干の変化はあるものの稲作所得は低位に低迷
している。
このような状況のもと、「農業等所得の増大」・

「所得倍増」が政策課題に取り上げられることは
必然である。しかし、2014年度から経営所得安定
対策の見直しが始まり、米の直接支払交付金は

図2　生産農業所得の推移（5 ヵ年移動平均）

（出典）矢口芳生『現代農政論』（『矢口芳生著作集』第4巻）農林統計出版, 2012, p.326.による。

図3　稲作所得の推移（5 ヵ年移動平均）

（出典）矢口芳生『現代農政論』（『矢口芳生著作集』第4巻）農林統計出版, 2012, p.326.による。
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10a当たり15,000円から7,500円に半減する（2018
年度までに廃止）。飼料米への数量支払いを導入
し、産地交付金の充実でこれをカバーするとして
いるが、2014年産米は価格が下落した53。再び稲
作所得等は減少し、「所得倍増」は夢となる。
また、アベノミクスでは、「今後10年間の年平
均成長率3％の経済成長（富の拡大）を実現する」
としているが、仮に年率3％が実現したとしても、
実数は3割強の増加（複利計算）で「倍増」は無
理である。「倍増」のためには年率7.2％の成長が
必要である。7.2％成長はありえなし、3％さえも
困難である。TPPも射程に入れれば、大規模経営
体でさえ新たな投資を控えるであろう。
大規模経営体が地域農業の中心的な担い手とし
て、先行き不安をもたずに活躍するためには、少
なくとも農外就業賃金と同等かそれ以上の経営者
報酬の確保（家計費充足と余剰）、それが不足す
る場合には所得補償措置が必要である。農業で生
活できる所得水準の確保が欠かせない。TPPや所
得下落の不安を抱えたままでは規模拡大にも踏み
込めない。最近の専業農家やプロ農家のなかには、
後継者がおらずに農地の貸手に転じるケースも少
なくない。
農地の賃貸借に関してみれば、貸し手も自立可
能な高い農外賃金（家計費＋余剰）を確保してい
なければ難しい。そして何よりも、借り手の農業
経営体の農地純収益（利潤＋地代）が貸し手農家
の農業所得を上回るような経済的条件が成立する
必要がある。北海道や北陸といった地域ではその
条件があるが、同じ北陸でも新潟から福井に出向
くわけにはいかない。この経済的条件は通作可能
な近隣地域内で成立していなければならないので
ある54。
このような農村構造や現在の賃金構造、農地賃
貸借の経済的条件からみて、欧米や北海道のよう
な〈大経営⇔離農〉という農民層の2極分解を見
通すことは難しいように思われる。しかし、農政
改革のシナリオは2極分解、それも既存大経営の
形成というよりも農外企業の自由な参入が前提に
ある。「農外企業」は外国資本かもしれない。大

規模経営もこれらの点に懸念を抱いている。

　（２）農業構造の現状と見通し

施策･シナリオはともかく、「担い手が全農地の
8割を利用」という目標は、ほんとうに実現する
のであろうか。農地中間管理機構は、シナリオど
おりに機能するのであろうか。

　農業構造は劇的に動くのか

水田農業を中心にみておく。第1期基本計画（2000
～2005年度）、第2期基本計画（2006～2010年度）
にも掲げられた目標であるが55、全農地459万haの
49.1％、226万haにとどまっている（2010年）56。「全
農地の8割を利用」するためには367万ha、今後
10年間で141万ha、単純に年平均14万haを担い手
に集積しなければならない。
たしかに、「2010年農業センサス」の結果は、
1980年代まで指摘されていた農家の「滞留的兼業」
という構造が崩れ、帰農メカニズムをもたずに離
農に向かう「経過的兼業」への動きを明らかにし
た。やや図式的にいえば、〔専業農家の微増＋〈第
1種兼業農家の減少→第2種兼業の減少→自給的農
家の増加→土地持ち非農家の増加〉〕という経路
の形成である57。これは農地流動化の条件が生ま
れ、専業農家や集落営農等による規模拡大の条件
が整備されつつあることを示している。
しかし、こうした条件が整っても、ただちに農
地の流動化が起きるものではない。すでに述べた
ように、現在必ずしも農地賃貸借の経済的条件が
満たされているわけではない。にもかかわらず、
「農業センサス」において、小規模経営・兼業農
家等の離農と大規模経営・専業農家の増大傾向が
みられる。これをどうみるのか。
それは一つには集落営農の取扱い方にある。
2007年度から始まった水田・畑作経営所得安定対
策を契機に、この対策の経営規模要件（2.6～4ha
以上の認定農業者および12.8～20ha以上の集落営
農）をクリアするために、全国各地で集落営農組
織等が設立された。しかし、少なくない集落営農
組織は、個別経営が営農を継続したまま販売代金
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等を管理する方式（枝番管理）をもったもので、
実質的には個別経営の集団である58。「センサス」
ではこれを大規模経営体としてカウントした。
また、構造変動の見方にも課題は残る。北海道
は別格としても、都府県でみれば（農業センサス）、
2～3ha未満の農家の割合は2005年94.2％から2010
年91.0％に、また経営耕地面積割合は68.5％から
62.5％に減少した59。他方、10～20ha以上の場
合は農家が0.6％から0.8％に、面積が6.9％から
10.6％に増大した。
この数字を劇的変化とみるには疑問が残る。都
府県においては、統計的に枝番管理の「集落営農」
も含んでいるなかで、2～3ha未満の農家が農家
割合もその占める面積も圧倒的に大きいという事
実を直視する必要があろう。これを強引に大規模
経営に集積することは困難である。
さらに、専業農家の読み方にも注意が必要であ
る。75歳を前後して農業をリタイアするが60、そ
の後継ぎが農外就業を退職して地元に帰農し、「専
業農家」として地域で重要な役割を果たすことに
なる。あるいは、親が農業をリタイアした際に、
一時は自給的農家となるが、その後継ぎが定年退
職を迎えて「専業農家」になる場合もある。いず
れも〈年金＋α（農業）〉の専業農家である。
これらの農家は、上述したように農業の担い手
であり、地域資源の管理者となり、地域の民主主
義の担い手でもあり、地域の伝統文化の担い手で
もある。いわば「サブシステンス」（人びとの営
みの根底にある自給自足・人とのつながり・外部
社会との関係性といった物質的精神的基盤）とし
て、地域になくてはならない存在であり、なくし
てはならないのではないか。

　  農業構造を動かす仕組み―農地中間管理機構の

役割

「活力創造プラン」では、「農地中間管理機構を
活用して農業構造の改革を加速させる」としてい
る。これは、上述の第3の柱（生産現場の強化）
の一つとして位置づけられており、これを推進す
るために、4つの目標と5つの施策の展開を掲げて

いる61。
4つの目標は、担い手が全農地の8割を利用、米
の生産コストを全国平均4割削減、40歳代以下の
農業従事者を40万に拡大、法人経営体を5万に増
加、これら4つを今後10年間で実現するというも
のである。5つの施策とは、農地中間管理機構に
よる農地集積･集約化および耕作放棄地の発生防
止･解消、法人経営･企業の参入等多様な担い手の
育成･確保、女性の活用、圃場の大区画化･水利施
設の整備、経済界との連携等による技術等の開発
等、である。
これらをより確実にするために、農協や農業
委員会の改革を進め、財界との連携を推進･強化
し、農外企業の参入をできるように、農業生産
法人要件の見直しを行う。国家戦略特区（兵庫
県養父市）62では、先導的役割の任務を果たす。
こうして農業構造を劇的に改革するのである。
農協等の改革については後述することにして、
ここで農地流動化の中心主体である農地中間管理
機構の仕組み、役割について簡単にみておく63。
農地の出し手は、農地法第3条の許可による賃
貸借契約か農用地利用集積計画（農業委員会の決
定）により、機構に賃借権・使用貸借権（以下「賃
借権等」）を設定する（農地を集める方法は従来
どおりの掘り起こしや説得等）。機構に設定され
た賃借権等は「農地中間管理権」であり、転貸に
あたっては出し手の同意は不要（白紙委任）とさ
れる。出し手は、近似農地から算定された地代、
要件を満たせば機構集積協力金64（地域集積協力
金65、経営転換協力金66、耕作者集積協力金67）を
受け取ることができる。
農地の受け手は、機構の公募に応募し、機構の
規定により貸付けが決まる。機構は、この結果を
「農用地利用配分計画」として知事に申請する。
知事は計画が適切とした場合にこれを認可し（農
業委員会の関与なし）、2週間の縦覧後に再度権利
設定の公告を行い、受け手に賃借権等が設定され
る。受け手は、毎年機構に対して相応の地代を支
払い、また借受け農地の利用状況を報告しなけれ
ばならない。
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いくつかの問題･課題が指摘できる。農地の受
け手にとっては、①機構を介する面倒な事務手続
き等が増えたこと、②機構による農地貸付けまで
に1ヶ月以上の期間を要し、この間当該農地の利
用ができないこと、③「農用地利用配分計画」と
いう新しい手法が準備されたが、農地を集めるた
めには、従来どおりの農地流動化手法（掘り起こ
し、説得等）で粘り強く事業を進めなければなら
ないこと、である。
さらに問題なのは、せっかく出し手が機構に預
けても、1～3年程度で受け手がみつからない場合
には出し手に農地を返還、また、再生不能な耕作
放棄地や受け手の見込めない農地は預からないこ
とである。機構は農地の滞留のリスクはとらない
ということであり、一般の不動産業の仲介と変わ
らない。この仕組みでは農地の選別に拍車がかか
り、「耕作放棄地の発生防止･解消」はできないど
ころか、反対に耕作放棄地の発生増大につながる。
また、機構は、県一本の組織であるため地域の
状況把握には限界がある。このため、市町村等に
業務委託等をしなければならないのが現実であ
る。貸付先決定の際には、市町村に対しあらかじ
め農用地利用配分計画案の作成や協力を求め、農
業委員会の意見も聴くことができる。結果として、
「人･農地プラン」68の運用・重視等、地域農業と
の調整は担保されたといえる（「農地中間管理事
業法」第26条）69。
しかし、「人･農地プラン」に対しては、財界よ
りの経済成長フォーラムから「思い切った」「荒
療治」が提起されている。大田弘子・規制改革会
議副議長が座長としてとりまとめた「経済成長
フォーラム」の提言書70では、「市町村は、人･農
地プランの検討の際に、…一般企業にも参加を促
し、その要望を反映させたプランを策定すべきで
ある」とした。

　（３）  〈農協・農業委員会･農業生産法人の一体

的改革〉の課題と見通し

上述のとおり、改訂版「活力創造プラン」のシ
ナリオは、〈農協・農業委員会･農業生産法人の一

体的改革〉がキーポイントである。農業投資を促
す規制緩和の〈一体的改革〉がなければ、加速的
な〈2極分解＋農外企業の自由な参入〉のシナリ
オは「絵に描いた餅」だからである。この〈一体
的改革〉についてみる71。
　農協の改革

農協改革の背景には次のような農協批判があ
る72。第一に、農協の集票力･政治力が低下して
いるにもかかわらず、「米自由化反対・TPP締結
反対」運動を展開し、政府の「方針」に従わない
抵抗勢力になっている。第二に、農協こそが今日
の農業の危機的状況をもたらした元凶であるの
で、解体的な見直しが必要である。第三に、生産
調整の廃止（ポストTPP）への対応や農外企業の
農業分野･農協事業への参入により新成長分野を
生み出す必要がある、というものである。
前者の理由はともかく、後者2つの理由は組織
の変更や農外企業と農協との交替でうまく行くよ
うには思えない。農協改革の課題はいくつかあげ
られているが、ここでは後者の理由に関係のある
「中央会の廃止」、「全農の株式会社化」の2点を取
り上げる。
　①  「農協法上の中央会制度は自律的な新たな制

度へ移行」について

原案は「中央会の廃止」であったが、農協中央
会や自民党「農林族」の巻き返しで、「活力創造
プラン」では「自律的な新たな制度に移行」への
「自己改革を実行する」ことになった。「中央会が
各単協（地域農協）の自由な経営を制約している」
というのが「廃止」の理由であった。
「各単協の自由な経営」への改善73は、たとえば、
単協の全国組織の下請け化・出先機関化からの脱
却、統制的・一律的な指導の排除等、その必要性
がまったくないわけではない。それと同じくらい
に、中央会が国の農政に対する農家の意見・利害
の調整や表明、単協・連合会間の総合調整等を行
うことも必要である74。
生産調整を廃止した場合、実質的な需給調整、
飼料米生産の調整、経営指導・支援等を、すべて
単協や市町村自治体、そして農外企業に任せるこ
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とは難しい。農協法（昭和22年11月19日法律第
132号）に措置された特別民間法人（農協法第73
条の18、後述）である農協中央会であるため、独
禁法の除外となり（農協法第73条の22以下の「事
業」）、事業に意義がもてるのである。
検証が必要な課題もある。重要なものとして中
央会による内部監査制度がある。これについて公
認会計士による監査の義務付けを求める意見があ
る75。他方、現行制度が協同組合としての特性を
生かし、単協破産の防止や経費の節減に役立って
いる意見もある76。
また、事業運営について、単協とノウハウ·資
金力をもった農外企業との競争を比較･検証する
ことも必要である。単協にはその限界がみえてく
るであろう。こうした点等も踏まえる必要がある。
ここで考えなければならないことは、現行の農
協法において特別民間法人77として規定されてい
る中央会を、農協法からはずして一般社団法人に
移行させる是非である。農協法上に位置づけられ
た農協系統代表機関の中央会であるからこそ、農
協･連合会への指導、監査、教育、調査･研究等の
情報提供、行政庁への建議、等の公共性の高いサー
ビスができるのである。したがって、中央会の制
度見直しも、農協法に基づく（農協法上に位置づ
ける）ことが重要で、その上での一般社団法人な
いし協同組合連合会への移行であれば大きな問題
はないかもしれない。
なお、「特別民間法人」は、法律により設立数
が限定され、役員の任命や出資に国は関与せず、
そのため行う事業は公共性が高く、また独禁法の
適用除外措置が講じられている。中央会は、農林
水産省所管の認可法人であったが、2002年4月1日
に特別民間法人となった。全国農業会議所、農林
中央金庫、日本商工会議所、全国中小企業団体中
央会、等も特別民間法人である。
2014年11月6日、農協中央会（JA全中）は理事
会において、JAグループ自己改革の具体策を決
定した78。それによれば、新たな中央会の機能と
して、単協の経営相談・監査、意見取りまとめと
しての代表機能、単協間・連合会間の総合調整機

能の3つに集約した。また、農家を支える職能組
合と地域を支える地域組合としての役割も考慮
し、農協法上への位置づけの必要性を提起した。
今期の農協改革では（2015年2月10日現在）、中
央会は一般社団法人に2019年3月（後に9月）まで
に転換し（「社団法人」に代表機能・総合調整機
能をもたせ「農協中央会」と称せる法的な手当て
を行う）、貯金量200億円以上の単協に会計監査を
義務づけることになった（中央会から分離・新設
する監査法人か一般の監査法人かを選択）。都道
府県の中央会は農協法上の「連合会」として存続
する。これらが現場の納得の行くかたちで移行で
きるかどうか、また准組合員の位置づけ等の見送
られた課題があり、農協改革の見通しは引き続き
「視界不良」である。
　②  「全農･経済連は農協出資の株式会社に転換」

について

確かにすばらしい独自の取り組みを行なってい
る単協がある79。こうした優れた単協をみれば、
単協ごとの取り組みに任せ、全農･経済連は株式
会社化・解体でも問題はなさそうにみえる。しか
し、すべての単協がそうではないし、とりわけ中
山間地域は厳しい状況にある。トップがいればビ
リもいる。トップだけに目を向け、他は競争に敗
れた厄介者扱いですむ話しではない。
全農･経済連が株式会社に転換すれば、独占禁
止法が適用され、全国レベルの共同購入、共同販
売ができなくなる。単協がそれらをできても、数
量的に縮小してメリットも縮小する。ノウハウと
資金力をもった農外企業が参入・全国展開すれば、
すぐれた単協でさえもひとたまりもない。
全農･経済連は、改善すべきことに躊躇はいら
ない。たとえば、単協への支援はもちろんのこと、
協同組合のメリット･課題（共同購入・販売のス
ケール、販路開拓・需要拡大、価格交渉の実現力、
割高といわれる農業資材価格の引下げ、子会社の
あり方、組合員の意見の反映のあり方、等）の検
証と改善が必要である80。場合によっては、商系
ルートとの連携・協力も必要である。
組織防衛のための改革・改善ではなく、組合
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員や地域にとって何が必要で何がよいことなの
か、という原点に立ち返って改善することである。
2014年11月6日に決めた自己改革の方針では、単
協自らの創意工夫と経営判断に基づき、農業・地
域の発展に貢献するとともに、連合会は単協及び
その取り組みを支援・補完する機能を強化すると
した81（農協改革の一環で、全農･経済連は株式
会社に組織変更が可能になった）。
地域経済･社会の発展、組合員への寄与という2
つの観点は、同様に迫られる全共連（相互扶助の
共済）の株式会社化、単協の信用事業（相互･農
業･地域金融）の農林中金移管の問題、等に関し
ても必要である。さらに、都市的地域では対応が
可能でも、中山間地域で都市的地域と同じような
対応が可能かどうか、考慮する必要がある。
加えて指摘すれば、一連の農協改革の流れの最
終的到達点は、農協の解体的改革・独禁法の適用
等により、農林中金や全共連が行う金融事業への
農外金融企業の参入であろう。農林中金は、出資
金約3兆円の9割以上を全国の農協と連合会が占め、
総資産が約83兆円、総預金額が約50兆円、国債・
株式等の証券投資が約50兆円にのぼる（2013年9月
30日現在）82。また、農協の保険事業を担う全共連
は、総資産が約52兆円（この額はかんぽ生命87兆円、
日本生命58兆円に次ぐ）、保有契約高（保障してい
る金額）が約300兆円を誇る（2013年度）83。郵政
は民営化された。次は農協であろう。
以上、主な論点、2つについて概観した。今回
の「農協改革」で再確認しなければならないこと
として、1点指摘しておきたい。
それは、農協という協同組合セクターに、政府
が「自己改革」を迫っていることへの疑問である。
自由･自主の非営利･協同組合セクターに「首相官
邸・内閣府」主導の改革案を押し付ける「自己改革」
には違和感があるし、協同組合原則を侵害するも
のである84。「自己改革」といいつつも、実質的
には協同組合セクターの否定になっている。そも
そも農協は「農協法」のもとにあるが、所管省庁
である農林水産省の認可権や監督権を縮小すべき
である。

今必要と思われることは、協同組合セクターに
共通する非営利性85、社会的経済的弱者の協同･
福利向上･相互扶助といった協同組合の原点や今
日の日本におけるその意義について、もう少し議
論を深めることである。農協はじめ漁協、生協等
の協同組合は、独占禁止法の適用除外として法定
化されている。この際、これら協同組合の基本法
･基礎法ともいうべき「協同組合基本法」を制定し、
このうえで新たな農協等の制度を組み立て直すと
いうのも一案かもしれない86。

　農業委員会の改革

農業委員会についても、いくつかの改革課題が
提出されているが、ここでは「選挙制の廃止」、「農
地流動化と農業委員会・農地中間管理機構」の2
点を取り上げる。改革は、農業委員会等に関する
法律（昭和26年3月31日法律第88号）の改正や、
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年
12月13日法律第101号）等により対応することに
なる。
　①選挙制から選任制への移行

改革では現行の選挙制度を廃止し、市町村議会
の同意を要件とする市町村長の選任制に一元化
し、定数も半減し、過半を認定農業者とする。し
かし、これでは農地を扱う中立性、首長部局から
の独立性が保てない。首長部局の意向が強く反映
する。また、認定農業者だけでなく農地の出し手
･兼業農家等の意向も反映されにくい。
　②  業務の特化と農地利用最適化推進委員（仮称）

の設置

これまで農業委員会が担ってきた行政庁への建
議等の業務ははずされ、新たに設置される農地利
用最適化推進委員により農地集積を進め、系統組
織を廃止して農業委員会のネットワーク化を図
る。農地集積の実働部隊は農地中間管理機構とな
り、農業委員会はこの支援組織となる。これは系
統農業委員会組織が農地の地域的集団的管理組織
から農地の効率的・機動的集積の支援組織への変
更を迫るものである。
将来は、市町村が「一般企業の要望を反映させ
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た人･農地プランの策定」を行い、農地中間管理
機構が「賃借料による入札制」で借り手を決める
構想まで出てきている87。将来に想定される農地
所有の自由化は、結局、資金力のある農外企業の
農地取得を促し、転用・貸付・転売等を自由にす
ることも展望できる。これでは地域をよく知り地
域に居住する農家が所有･管理･利用（耕作）する
ものではなくなってしまう。本来、「生産者（人間）
と生産手段としての農地（自然）の関係は、生産
という部分的な関わりを超えて、生産と生活の全
体性の中で、生活者とそれを取り巻く自然との相
対的関係の中に位置づけなければならない」もの
である88。
上記の2つの論点からも、改革は農業委員会の
役割を弱体化するものである。しかし、このよう
な改革にはいくつかの疑問がある。
第一の疑問点は、農地業務の前提として、農地
を土地一般と同列に扱って農地はほんとうに動く
のか。農地の団地的・集団的利用を支える、集落
あるいは地域の規範・理念としての「農地の自主
的管理」の重要性を踏まえる必要があるが89、こ
の視点がまったく抜け落ちている。
「地域農業の現場では、地域の農地は各地域の
農家･農業者が自主的に管理するという伝統が根
付いて」おり、「兼業化が進み、農業構造の改善
が要請される中でも、その要請への対応は地域で
の農地の自主的･集団的管理という思想をベース
に進められた」90。集落や地域の規範・理念が制
度化され（1980年農用地利用増進法等）、あるい
は地域によっては制度が集落・地域の規範・理念
となり定着してきた。
周知のとおり、生産要素としての土地の特質に
は、生産不可能性、移動不可能性、外延性、不可
滅性、地域性がある。そして、「農業的世界では、
社会の仕組みも経済の仕組みも、歴史と風土を反
映して多様」であり、そのため「農業的世界の経
済問題の研究には、工業と都市的世界とを想定し
た、論理的に単純化された経済学の方法だけでは
不十分である」91。農地には、日本および日本各
地域における歴史と風土等の多様性が反映されて

おり、これを踏まえた農地の流動化のあり方が必
要である。
この点で示唆的なのが、上記のように、日本で
は「地域での農地の自主的･集団的管理という思
想をベースに進められた」ことであり、集落機能
を活かすことが農地流動化に有効という点であ
る。この有効性は計量分析でも明らかにされてい
る。すなわち、「集落機能に関する『年3回以上の
寄り合いを行う集落の割合』が農地貸借の水準と
有意な相関関係を持っている」のであり、「農地
利用に関する規制を撤廃することは必ずしも農地
利用の効率化につながるとは限らない。…集落機
能に取引費用を低減させるという外部効果が存在
するのであれば、集落活動に対する助成金が構造
政策の1つとして機能しうる」のである92。
なお、この計量分析では、次の点も明らかにし
ている。基盤整備率および農業振興地域の農地率
が上がると農地流動化率が上がり、農地の転用比
率が上がると農地流動化率は下がることである。
そのため、基盤整備事業の推進、農地転用規制の
強化の制度の構築を提言している。
仮に2極分解的に進んだ地域でも、集落での合
意らしきもの、「農地の自主的管理」の理念らし
きものが、何らかの形で関わっている場合が少な
くない。そのため、「集落による農地の自主管理
の否定は、農業の担い手が同時に農村社会の担い
手でもあるという視点を欠落させ、共益形成の自
治空間を否定するものであり、信頼関係の中で形
成されている農地賃貸借市場に大きな混乱をもた
らすであろう」93。
農地の流動化で現実的に重要なキーポイントと
なるのが、地域における農業者の徹底した話し合
いを前提とする「人･農地プラン」である。農地
の集積には、現場での主体的な取り組み、とくに
農業者や関係団体の協力、現場での徹底的な話し
合い等が不可欠である94。話し合いの材料のひと
つとしても「プラン」は有益である。
農地中間管理事業法の検討過程で、「プランで
集落だけで進めずに、意欲ある人・企業も公平に
入りやすくする制度設計にすべき」、「集落民主主
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義では意欲ある企業も人も農地集積が進まないの
で、不動産業のノウハウを用いるべきだ」等の規
制改革会議や産業競争力会議のメンバーからの意
見95で後退した面もあった。
しかし、「プラン」は国会審議の過程で、「プラン」
の重要性を記す付帯決議がなされ96、最終的には
「農地中間管理事業法」のなかに実質的に位置づ
けられた（第26条「農業者等による協議の場の設
置等」）。これは、農業現場を反映し積み上げてき
た「農地の自主的管理」の理念が、いまも農業現
場や農政上に存在していることの結果である。
第二の疑問点は、農業委員の選挙制、建議機
能、系統性等の廃止は、農業者と農業利益の代表
機能の喪失を意味するのではないか。「農業も他
産業と同じ成長産業になるのだから、経団連など
の財界組織が併せてその利益を代弁するというの
では、農業者の納得は得られまい」97。農家・農
民の利益や農業のあり方の建議等は、今後も農業
委員会が担わなければならない。
農地流動化をはじめ地域農業のあり方に関し
て、地域ごとに働きかけのあり方や主体に濃淡は
あるが、農業委員会が重要な役割を担ってきたの
は間違いない。今後も、農地中間管理機構のもと
（「農地中間管理事業法」第26条の発揮）、地域の
中心的主体となっておかれた任務を果たせば、農
業委員会の役割は実質的には大きく変わらないで
あろう98。
第三点として付け加えれば、土地･農地、これ
に付随する水もグローバル資本の投機の対象に
なっている今日、国の最低の関与として、グロー
バル資本や海外投資家等の買収等を監視するとと
もに公益的な利用のための調整･規制のルール作
りこそが急務の政策課題ではないか。農業への参
入農外企業は、国内企業とは限らないのである。
最終処分権まで所有者がもつほど強い土地所有
権を、利用の側面からのコントロールが必要であ
る。公益的利用のルール作りのためにも、農業委
員会の中立性･独立性、建議機能、地域から中央
への系統性、および特別民間法人としての全国農
業会議所が必要なのではないか。

農業生産法人要件の見直し

農業生産法人の見直しは、農地法（昭和27年7
月15日法律第229号）の改正で対応することにな
る。
　①構成員要件

現行制度において、構成員としての関連業者の
議決権が4分の1以下になっている。その理由は、
会議は2分の1以上で成立し、その2分の1以上で可
決されるため、4分の1以上を確保できれば関連業
者の支配を許すことになるからである。見直しで
は、この議決権を「農業者以外の者の2分の1未満
まででよい」とすることで、関連業者の意思決定
権を強大にできる。
　②役員要件

現行制度においては、役員の過半が常時従事者
で、そのまた過半が農作業に60日以上従事すると
なっている。4分の1以上の農作業従事者が法人の
経営を担うことになる。見直しでは、「役員等の1
人以上が従事すればよい」とすることで農業生産
法人になり、農外企業の参入が容易になる。
このように、構成員・役員要件の緩和に焦点が
ある。農業生産法人は、現行では農地を購入･借
入ができるが、一般法人は借入のみで購入ができ
ない。2014年6月に開催された経済成長フォーラ
ムの提言でも明らかなように99、見直しでは一般
法人でも農地所有が可能にすることを展望しつつ
も、差し当たり経営が自由にできるように差別的
規制を限りなくなくすことに狙いがある。
地域農業の担い手不足･高齢化、耕作放棄地の
増大等を改善するために、農家の間には「農外企
業の参入もやむなし」との意識があるのは事実で
あろう。しかし、地域･集落においては、農業委
員会が「人･農地プラン」等に基づき、「地域農業
との調和」の観点から農地の自主的・集団的管理
のあり方を探っている地域が多いことも事実であ
ろう。
農地管理や農業のあり方は岐路に立たされてい
る。これまでに培われ蓄積してきた方法･方向を
ベースに、時間がかかっても粘り強く積み上げて
行くのか、それとも不動産業と同様の「思い切っ
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た」手法で一般法人・農外企業の自由な参入、将
来的に農地の所有に道を開くのか、この2つが問
われている。
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国農業新聞』2014.9.26,…p.3.

98．……田代洋一「農地管理と農業委員会」（第9章）『安倍改憲
と自治体―人権保障･民主主義縮減への対抗』自治体研
究社,pp.223-259;…安藤光義「農地集積に農協が果たす役
割―農地中間管理機構との関係」『農業と経済』80巻7
号（7･8合併号）,…2014.8,…pp.54-60.…

99．……経済成長フォーラム「『企業の農業参入促進』のため
の提言―参入規制の緩和と製造業の生産手法導入を」
2014.6.20.〈http://www.economic-growth-forum.jp/
pdf/jegf_survy140620_02.pdf〉…では、次の提言を行っ
ている。「短期的政策」（今後1～2年以内に実現すべき
政策）として、農業生産法人の構成員資格の撤廃、農
業参入しようとする小規模なベンチャー企業に対する
農業生産法人の構成員要件の撤廃、農地リース方式の
業務執行役員要件の撤廃、農地中間管理事業の企業参
入を促すための改革、農業生産法人の事業要件の撤廃、
若者が働きやすい職場を実現するための農業参入促進
が提示されている。また、「中期的政策」（今後5年以内
に実現すべき政策）として、継続的な営農が見込まれ
る全参入企業に対する農業生産法人の構成員要件の撤
廃、一般企業の農地所有の実現、があげられている。

４．農業・農村をフォローする農政改革
　（１）農家･地域の3つの選択肢とその基準

農業構造の動向は、やや図式的にいえば、〔専
業農家の微増＋〈第1種兼業農家の減少→第2種兼

業の減少→自給的農家の増加→土地持ち非農家の
増加〉〕という経路を形成している。農地流動化
の条件がうまれ、専業農家や集落営農等による規
模拡大の条件が整備されつつあることは確かであ
ろう。
問題は、この動きをどのような方向に照準を合
わせるかである。この場合、戦後日本における経
路依存性（水田農業経営展開の姿と制度や社会的
背景）、農業・農村の多様性等を踏まえる必要が
ある。
農外企業の参入を認め、欧米的な単純･単線の

〈個別規模拡大⇔離農〉の2極分解という「適者生
存」のシナリオには展望を見いだしにくい。この
ような一部の大規模経営体に依存するシナリオ
は、方向の一つではあるがすべてではない。地域
社会の維持に大きな課題が残る。
本稿では、集落等地域における〈コミュニケー
ション･合意･協働〉により地域農業をシステム化
する「共生農業システム」の構築、すなわち「適
者共存･共生」による地域農業のシステム化のシ
ナリオに展望を見出すものである100。時間はかか
るが、〈「農」の営み・「農」の論理〉、農業の「公
共的性格」を尊重・維持し、健全な環境･経済･風
土の地域循環が構築できる質的な発展を目指し、
地域の活力を取り戻すことこそ、「成熟社会･日本」
における農政改革の方向であると考える。

　  「成熟社会・日本」にふさわしい農業・農村・

農政のあり方

「成熟社会･日本」にふさわしく、時間はかかっ
ても農家・地域が自ら決断し、地域の農業〈農〉
と社会〈村〉を維持できる農政改革が求められる。
自然環境と調和した生活の質が高い「成熟社会」
（ノーベル賞物理学者デニス・ガボール、1972
年）もしくは「持続可能な社会」（国連採択文書、
1987年）、すなわち、安全で環境のよいところで
健康に安心して暮らせる「成熟社会」にふさわし
い農業の構築、そのための農政改革である。
押しつけの農政改革は禁物である。押し付けで
は現場は動かない。農家・地域が自ら決断できる
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選択肢が必要である。少なくとも3つの選択があ
る101。
①各種経営体・家族経営や多数の兼業農家・自
給的農家等の維持＝〈全者生存・残存〉
②〈農外主業の自給的農家・土地持ち非農家・
兼業農家〉と〈規模拡大のプロ農家〉の2方向に
分解＝〈適者生存〉
③〈農外主業の自給的農家・土地持ち非農家・
兼業農家・プロ農家〉が役割分担のもと協力し合っ
て地域農業を運営・管理＝〈適者共存・共生〉
今期の農政改革は、明らかに②〈適者生存〉を
選択し、これを唯一のものとしている。農協のあ
り方を見直し、農業委員会の弱体化を図り、農業
生産法人要件を緩和し、これらにより農外企業の
農業分野および農協事業への参入に道を開くこと
をとおして、欧米型の2極方向への展開を図るも
のである。「1人勝ちの構造」を農村にもつくりだ
し、勝ち組の所得倍増を図るものである。
社会の成熟化、持続可能な社会、人口減少社会
において、②〈適者生存〉の選択は妥当なものと
は思えない。とはいえ、農業労働力の不足・高齢
化のもとでの一つの選択ではあり、このシナリオ
を受け入れる農家・経営体があるかもしれない。
しかし、②〈適者生存〉のシナリオでは、リス
クが大きく地域社会は維持できない。グローバル
化が浸透しコスト競争力が問われるなかで、過度
な競争主義を持ち込み、敗れた農家（家族経営）
は自家就業場と所得を失い都市に流れ、農村、と

くに中山間地域では人口の高齢化と減少、集落の
消滅が加速するであろう102。また、農外企業の参
入は、持続可能性103を有する〈「農」の営み・「農」
の論理〉の維持を危うくするであろう。
そこで、講じられる施策が「選択と集中」、スマー
トシティでは諸問題を解決できない104。家族農業
経営105・兼業農家等が激減したとき、地域の経済・
雇用、社会の安定106、地域資源の保全管理等はフォ
ローできないし、地域は維持できない。とくに地
域資源の保全管理には、貸付農家・兼業農家等の
協力がどうしても必要になる107。
農業・農村の全体状況、現場の実態等を踏まえ
るならば、②〈適者生存〉以外のシナリオも用意
すべきである。より賢明な選択をしなければなら
ない。「成熟社会・日本」にふさわしい農業・農
村を再建しなければならない。
長時間に自然にまかせるのであれば、もしくは
農家自らの判断により政策誘導には乗らないとい
うのであれば、①〈全者生存・残存〉の選択もあ
りうる。兼業農家であることの意義・役割はすで
に指摘したとおりである。「成熟社会・日本」に
おける選択の一つである。
しかし、地域の担い手が高齢化・不足して、地
域の農業と社会の維持が困難な状況である場合、
あるいは将来その心配がある場合には、③〈適者
共存・共生〉は選択の一つである。「成熟社会・
日本」における、持続可能な農業・農村・農政の
あり方として、地域も行政当局も、③〈適者共

図4　水田農業経営展開の格差要因と社会的背景

（注）  社会の大きな変化を背景に、経営間の格差要因が新たに積み増しされ、生産･経営の単位が徐々に個別的な展開か
ら地域的な展開に広がりをみせ、今日、経営の存続や地域活力の維持が大きな課題になっている。

（出典）矢口芳生『共生農業システム論』（『矢口芳生著作集』第7巻）農林統計出版, 2013, p.58 をもとに筆者加筆。
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存・共生〉の方向をもっと考慮すべきである。家
族農業経営を基本としつつも地域農業のシステム
化を、いまから時間をかけて模索すべきである。
地域農業をシステム化する場合、考慮に入れる
べきは「農業・農村の全体的状況」や「現場の実
態」はもちろんのこと、さらに戦後日本における
経路依存性（水田農業経営展開の姿と制度や社会
的背景）、農業・農村の多様性という点である。
まず経路依存性という点である。これまでに述
べてきたことと重なる部分もあるが、水田農業経
営の戦後の流れはおおよそ図4のように整理でき
る108。
1950年代後半から1970年代前半までは、農民層
の分解が進んだ。また、農外要因としての労働市
場が拡大して兼業農家が多数形成され、労働手段
等の発達と普及により、戦後自作農･家族経営間
の生産力格差を生み出し2極分解の流れが形成さ
れた109。
この時期、水の個別的利用が可能な土地基盤整
備が全国的に大きく進み、農業経営は地域との関
わりをもちつつも個別の自由な展開を遂げた。戦
後自作農がある意味で、自らの力と地域の調整を
踏まえつつも、農業が比較的自由に展開できた時
期でもあった。
1970年代後半から1980年代前半ごろまでは、国
内外の農産物との競争が激しくなり、安全性･品
質等を重視したマーケティングの展開で差別化
し、進展した生産力格差をもとに経営力格差が一
段と進んだ。そして法整備も進み、1970年の農地
法改正では農地賃貸借規制が緩和され、1975年に
農用地利用増進事業が設けられ、さらに1977年に
地域農政特別対策事業が発足し、1980年に農用地
利用増進法、そして1993年には農業経営基盤強化
促進法が制定された110。これらを背景に大規模借
地経営や集落的営農集団が形成されてきた。
輸入農産物が増大するなか、大規模個別経営は
地域との関わりのなかで優良な展開を遂げた。ま
た、土地基盤整備が進み水の個別利用は可能に
なったものの、競争が激しくなるなか、土地基盤
も含め地域全体の資源の優位性を背景にして、地

域営農集団・地域農業集団・集落営農等の集団的・
地域的なまとまりをもった展開111も多数みられる
ようになった。
地域農業の現場には、「ある一定の地域の農用
地を対象にして、その所有者等が集団または団体
を形成して『管理』を行う」こと、「地域ごとに
農地所有者の集団的な活動によって農地の利用関
係を形成するという発想」があったからである112。
各地域に展開をみせる借地個別経営にしても、ま
た集落営農にしても、前進の背景には、地域の農
地利用のあり方を地権者集団が自主的に決めると
いう「農地の自主的管理」の理念があったし、行
政が「農地の自主的管理」を推進した面もある。
農用地利用増進法はこの理念をベースにおいてい
る。
「農地の自主的管理」を政策化･制度化したのが、
「農用地利用改善団体」による「農用地利用規程」
に基づく「農用地利用改善事業」である（1980年
農用地利用増進法）。いわば「官製的零細地主的
農地囲い込み」113ともいえる集落・地域を単位と
する規模拡大が進み、とりわけ基盤整備事業の実
施を契機に、地域営農・集落営農等の展開が全国
的みられるようになった。
1980年代後半から1990年代後半および2000年
代前半ごろになると、日米農産物摩擦の激化や
WTOの発足等農業の国際化が一段と進み、経営
上利用可能な情報とその利用技術（パソコン・
IT等）も飛躍的に進んだ。農業分野では、農産
加工、グリーン・ツーリズムや農業体験ビジネス
など農業の多角化が進み、地域の景観形成やホス
ピタリティ等が大きな意味をもった。なかには飛
びぬけた経営者も生まれたが、経営個別の競争･
対応だけでは限界が生じてきた。
こうしてさらに集団的・地域的対応の必要性が
高まり、さらに集落営農等が数多くつくられた。
農用地利用改善団体もしくはこれに類する組織を
基礎とする営農の数は伸び悩んだが、なかには、
さらに「特定農業団体」や「特定農業法人」等、「地
域農業経営体」として位置づけられるようなもの
の展開も多数みられた。
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2000年代に入りとくに2000年代後半以降は、地
域的対応がより広く全国的にみられるようにな
る。個別的な展開が地域に埋没するのではなく、
個別の展開とともに地域全体が何らかの目標を
もって動き出した。その目標は地域よって違いが
あるが、収斂の内容は地域社会および地域農業の
「持続可能性の追求」である。地域社会と地域農
業の存続が問われてきた。今後の農政改革も、地
域の持続可能性が維持･向上できるものでなけれ
ばならない。
次に、農業・農村の多様性についてみておく114。
農業〈農〉や農村地域社会〈村〉は、少なくとも〈社会・
歴史･文化多様性〉、〈経済制度多様性〉、さらにこ
れらの多様性の基礎・基底ともいうべき〈自然･生
物多様性〉という3つの多様性とその相互作用によ
り成り立っている。この背景には、一般的に理解
されている「資本主義の多様性」・「文化多様性」・「生
物多様性」の存在とその重要性という認識がある。
これをもとに整理したのが図5である。
これら3つの多様性とその相互作用は、農村地
域における〈「農」の営み（農村の暮らし）〉をと
おして各〈村〉の〈「農」の営み（農村の暮らし）〉
の独自性を形成し、その独自性は〈村〉ごとに多
様性をもつことになる。この独自性と多様性をも
つ〈村〉には、生活の場としての「地域コミュニ
ティ」と、食料供給・生産の場としての「農業生
産地」があり、この2つは密接不可分である。

日本農業・農村を想定すれば、「場」において
形成される〈「農」の営み（農村の暮らし）〉の独
自性・多様性は、図5のような構図のなかにある。
恣意的に農業の再編を行おうとすれば、少なくと
も想定される図5のような〈農〉と〈村〉の多様
性を踏まえる必要がある。日本全国一律に同じ農
業再編、ましてや欧米と同様の2極分解による農
業再編は困難を極める。
この図からいえば、今期の農政改革に関係して
いるものには、「農地制度多様性」や「農業経営
組織多様性」がある。これらをある一定方向に向
かわせるには、その他の様々な「多様性」を改変
してマッチングさせなければならない。農業再編
のためには、農業・農村、地域の多様性を踏まえ
ることが不可欠である。

　農業の「公共的性格」を示す基準

このような農業経営の展開過程や経路依存性、
農業・農村の多様性から展望できる方向は、②で
はなく③であろう。方向選択の際に考慮すべきは、
さらに農業の「公共性」という基準である。
農業の「基本的価値」、日本農業の国内的国際
的役割は何か、持続可能な農業とは何か、これら
の維持･向上を可能にする農業･農村政策とは何
か、を踏まえた方向性の提示である。社会の成熟
化、持続可能な社会にとって、農業・農村はなく
てはならない公共財、故・宇沢弘文博士の概念を

図5　農業多様性の形成（日本）

（出典）矢口芳生『農業多様性論』（『矢口芳生著作集』第５巻）農林統計出版, 2013, p.12. による。



34

借りれば「社会的共通資本」115である。〈大経営
⇔離農〉という②のような農民層の単なる2極分
解論では、日本における農業・農村がもつ公共的
性格の根拠が失われるのではないか。
この「農業･農村がもつ公共的性格」について、
以下で確認したい。「農業」は、とりわけ土地利
用型農業は工業･製造業と同じような生産活動は
できない。気候･季節、地域、生産者により生産
量･質ともに左右される。動植物の生理･生態にも
左右される。そのため、投資をすればそれに比例
して生産量、収益が増大するわけではない。その
ような生産の場となり、暮らしの場となるのが「農
村」である。農業は自然とともにあり、生活の糧
を与え、農業〈農〉と農業の場〈村〉をとおして
人と人とのつながりをもつ。農業は暮らしそのも
のである。
そもそも農業とは、食料等の人間に必要不可欠
で基本的な消費財を、安価･安全・安定・長期に
供給する産業である。この農業は、生命体（有機
体）生産産業、生命･生命機能利用産業、土地立
脚産業、自然および社会環境形成･保全産業、物
質循環型産業、社会貢献産業という特質をもって
いる116。農家はこれらを担いつつ暮らしている。
このような農業から汲み取れる公共的な「基準」
は、農業の「基本的価値」、国内外的役割、持続
可能な農業、公共的農業･農村政策の4点である。
この4点のなかには、さらにいくつかの「指標」
を見出すことができる。こうした「基準と指標」
からみて、これを遵守できる人・経営体、地域シ
ステム（場とシステム）が大切である。117

農業における「基本的価値」118とは、食料の安
定的な供給、安全な食料の生産、自然的環境の保
全、社会的環境の保全である。食料･農業･農村基
本法では、食料の安定供給の確保、多面的機能の
十分な発揮、農業の持続的な発展、農村の振興の
4つの理念を掲げている。基本的価値や法の理念
を実現するためには、健全･適正な農業生産活動
を行うことが求められる。
「健全･適正な農業生産活動」およびその促進を
前提にすれば、日本農業は、国内外の食料需給の

安定、飢餓人口の減少、世界的水利用の好循環、
環境改善・低炭素社会等への貢献という国内外的
役割119を果たしていることが指摘できる。ここで
の「健全･適正な農業生産活動」とは、「持続可能
な農業」をさす。
持続可能な農業120とは、風土および自然条件を
踏まえた投入物や機械の適正な使用（生命･生物
機能利用および環境許容量内適正投入）など、農
業技術の適正な活用によって、環境および資源を
保全し、農民に適正な利益を与え、安全な食料と
繊維原料、そして有益なバイオマスを適正な価格
で長期的に安定して供給する産業である。
公共的農業･農村政策121とは、上記のことを維

持･向上させること、消費者･納税者が安心して食
料等を消費できること、快適な農村空間を楽しむ
ことができること、そのための人･担い手を確保
し場としての地域社会を維持すること、これらを
推進する政策である。ここに、納税者に対する農
業･農村のサービスを向上するための農業･農村政
策の意義がある。
同時に、農村振興と格差是正、シビルミニマム
とアメニティミニマムの確保という、農村で暮ら
す人々に対する支援としての農村政策も必要であ
る122。農業が土地立脚産業であることや、産業と
しての農業とともに生活としての農業の2者の統
合としての〈「農」の営み（農村の暮らし）〉を考
慮し、これが成り立つ一定の場＝「領域・地域」・
農村において適合的な政策が施行されることによ
り、場の公共性が保たれるとともに納税者への公
共財の供給が可能となる。
以上からいえることは、一定の地域を想定し、
その地域における健全な自然循環、経済循環、風
土･文化循環を保全すること、それを担える人と
行動･行為を確保することである。これに日常的
に責任のもてる人は「一定の地域」の住人であり、
自由で共同（協働）的な個人･組織であり、その
人たちの「行動･行為」が必要である。そして、
これらへの支援も必要である。
ここでの「行動･行為」は、無目的ではなく、「地
域における健全な自然循環、経済循環、風土･文
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化循環を保全すること」という合目的的行為であ
る。「保全する」目的・目標は、「経済」だけでな
く、「自然」も「風土･文化」という対象もある。
これが〈「農」の営み（農村の暮らし）〉なのであ
る。123

このような「基準と指標」、さらに経路依存性、
農業多様性に照らしたとき、日本の農業･農村に
は、単なる2極分解的な方向が適切な選択とは思
えない。前述の3つの選択肢のうち最適は、③「適
者共存・共生」の共生農業システムであろう。そ
して、このシステム構築のプロセスが、地域の活
力を取り戻すことにつながるであろう。

　（２）共生農業システムの構築と地域の創生

今日の農業･農村には、様々な現実的な経営経
済的問題の改善の課題があるが、方向選択には次
の課題も考慮しなければならない。農業経営収益
の不安定性と低位性、農業生産力の階層間格差の
少なさ、他就業の不安定性と他就業賃金の低位性、
地主他出による農地管理者の不在、借地者不足に
よる荒廃地増大の可能性、有意義なサブシステン
スの確保、等である124。
これらの課題を踏まえた場合にも、世帯･個人
として〈サブシステンス、趣味的農業、自給的農業、
兼業農業〉を行うことも可能な地域農業のシステ
ム化、すなわち前述の③「適者共存･共生」の共
生農業システムが構想される。共生農業システム
とは、〈コミュニケーション・合意・協働〉の一
連の合目的的行為･行動のある地域の持続可能な
農業システムである。

　地域農業のシステム化

それでは、地域の農業をどのようにシステム化
するのか。これまでに示した「考慮すべき観点」、
すなわち、経路依存性（農業経営の展開過程）、
農業･農村の多様性、農業･農村の公共的性格と基
準、公共的な農業・農村政策による支援、これら
を踏まえつつ農業･農村の経営経済的問題を改善
するような地域農業のシステム化が求められる。
そこで、誰も否定しないであろう差し当たりの

目標をあげれば、「所得の増大」である。所得増
大のためには、図6のとおり3つの方法しかない。
個別、地域のどちらにしても、①資源管理型農
場制農業の生産システム、②地産地消システム、…
③サービス農業システムを作り上げることであ
る。3つそれぞれを個別経営や地域の実情を踏ま
えてシステム化し、さらにこの3つを組み合わせ
た地域システムとして作り上げることである。
この3つの展開方向は、一つひとつがシステム
であり、組み合わせれば相乗的に効果が高まるシ
ステムである。農業の単なる「6次産業化」では
ない。農外企業の展開を前提にするものではなく、
個別経営や地域の取り組みを前提にするものであ
る。個別･地域の取り組み方には、自己実現型、
地域づくり･活性化型、ビジネス型、等様々であり、
合目的的な行為・行動がある。
現代社会における人々の行為・行動には、人と
人（経済）、人と自然（自然環境）、人と地域社会（風
土・文化）との関わり合いがある。この関わり合
いには、何らかの目的をもった〈コミュニケーショ
ン･交流〉、〈合意･納得〉、〈協働・協生〉という一
連の行為（＝共生）があり125、その出発点は徹底
した「話し合い・コミュニケーション・相互交流」
である。
農業も、「経済」との関わり合いのほかに、「自
然」や「地域社会」と関わり合う側面がある126。
農業が「持続可能性」をもつためには、すでに述
べたように、健全な「経済」の地域循環だけでな
く、健全な「自然」・「風土」の地域循環の確保が
必要である。この3つの循環が維持されるような

· サービス農業システム構築の道

図6　所得の増大のための3つの展開方向
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〈コミュニケーション・合意・協働〉の一連の行
為･行動が非常に大切になる。
環境に優しく地域社会が活き残れる「持続可能
な農業」にしていくためには、「3つの展開方向」
を地域や経営の特徴を踏まえて組み合わせること
（＝システム化）、農業の多角化・多様化を進める
ことにより地域の「経済」の実を上げ、「環境」
や「社会」の状態が向上できるような展開を図る
こと、すなわち目標･目的をもって協働すること
である。その場合、プロ農家を主な担い手にしつ

つも、自給的農業や兼業農家も地域農業の担い手
として活躍できる「適者共存･共生」の共生農業
システムにして行くことである。
3つの展開を地域の取り組みとして例示したの
が図7であり、この場合の地域範囲のイメージは、
図8に示したとおりである。経営体それぞれが循
環パズルの1組織となり、また、地域の農家はじ
め住民の積極的な参加のもとに、地域循環システ
ムを運営・協働し、地域に新たな雇用を作り出し
所得の向上を図るシステムである。

図7　地域システム化・地域創生のモデル

図8　地域システムの地域範囲のイメージ

（注）  地域範囲を示す線の太さは「つながり」の深さを示す。各経営体の活動の地域範囲は多様であり、また自ら施設等をもつ等経
営の形態も多様に存在する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆者作成）
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なお、ここでの「地域」は、図8に示したとおり、
集落から平成の大合併後の市町村まで広範囲であ
る。「地域経営体」の場合でも、集落、集落連合、
学校区、旧村の単位まで想定できる。ここで重要
なことは、話し合い・コミュニケーション成立の
度合い（合意に至る）により、地域の範囲とパー
トナーシップ・協働の内容が違ってくることだ。
各経営体には、稲作や園芸･畜産等を専門的に
営むもの、複合的に営むもの、兼業的な農業経営
と様々ある。お互いに副産物を利用し合い、人的
にも利用し合い（協業化）、地域内で循環利用す
るという〈「農」の営み〉が形成される。また、
稲作のような場合には、有志、集落等の範囲で部
分作業や全作業の請負、さらに進んで経理も一体
化して、地域の一定領域の資源を管理・経営する
「地域農業経営体」ができる場合もある。これに
参加した経営体は、稲作部門以外は拡大･専業化、
他就業（兼業）重点化（自給的農家に）等、様々
な対応が可能となる。
このような前提には地域内における「話し合い」
と「合意」があり、専業農家と兼業農家等との地
域内における農業上の役割分担も行われ、「1人勝
ちの構造」とは異なる地域農業をシステム化した
姿がある。こうしたシステムを作り上げる出発点
では、様々な「場」で話し合うことが大切になる。
集落等には日常的に話し合う場として、定常集
会、転作組合、農用地利用改善団体、地域営農集団、
地域農業集団等がある。集落・地域により場は異
なり特定はできないが、これらの場で、人・農地
プラン、地域営農ビジョン、農用地利用規程等の
ビジョンの作成について話し合い、地域農業のシ
ステム化に発展させることが大切である127。
もっと身近な世間話から始めるものいい。集落
や地域の人びとが、各世帯の家族の状況、たとえ
ば介護や福祉、世帯員の他出と里帰りの状況、農
地の管理の状況等を確認し合うこと、話し合うこ
とである128。そして、地域の農地、農業をどうす
るのかを考え、決めて行く。
さらに、農地には何をつくりどう売るのか、そ
の販売先と販売方法も話し合う。さらに進めば、

「人・農地プラン」の作成に進む。この段階にな
ると、集落や地域の人びとだけでなく、農協や普
及機関の支援が必要になる。こうした手順により、
農業生産地を確保し、農村コミュニティも維持す
る努力が必要である。話し合いは、地域の活力を
取り戻す過程そのものになる。

　地域農業の3つの展開方向

「3つの展開方向」について、ある一定の「地域」
を想定して説明しておこう。
図6の①は、平坦水田地域を中心に、大区画圃
場の面的･連坦的・農場的な集積を行い、資源管
理･環境保全型の農場制農業を構築するものであ
る。言い換えれば、団地化された大区画圃場のも
とで、現代科学の成果を踏まえた適正投入の輪作
構造をもち、能率追求（コストダウン・規模拡大）
と資源管理（土地･水･人･技術の保全）が両立で
きる〈地域の農業生産システム〉を構築するもの
である129。後掲の図9でさらに説明する。
図6の②は、特産物・農産加工物等を地域内で
消費し、販売から得た「外貨」を地域内で有効に
循環させ、食文化の継承・復権、女性･高齢者の
地域参加、地域食料自給率の向上、地域各界各層
の活性化等に役立てる〈地域の地産地消システム〉
である130。兼業農家も自給的農家、老若男女だれ
でも参加でき、耕作放棄地の縮小にも役立ち、高
齢者の「小遣い稼ぎ」、健康の維持･増進にも役立
つ。
従来のように農家自らが味噌･醤油を作り、そ
れが発展して農産加工業を形成するケースがあっ
ていいが、このシステムで強調したい点は、自己
実現型もしくは地域づくり型、地域活性化型、コ
ミュニティビジネス型の新しいタイプとでもいう
べき「農業」である。楽しみながら農産加工を行
い、ある程度の所得をえて、地域社会にも貢献す
る、そういう位置づけのシステムである。単に産
業･ビジネスとして扱う「6次産業化」とは似て非
なるものである。
図6の③は、地域の自然や農業を活かし、名所
名物の開発や積極的な情報発信等を行い、観光関
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連産業等の活性化をとおして観光客数の増大を図
る等、人を呼び込んで多くの「外貨」を地域に落
としてもらう〈地域のサービス農業システム〉で
ある。システム①を基礎にして②を付加し、その
上で③を取り組むことが成功の鍵である。
このシステムの大切な視点は次にある。消費者
は、農業生産者のサポートで農業の生産過程に携
わり、最終的に、〈やすらぎ・うるおい・いやし〉
といった精神的価値や農産物を受け取り、その代
価を支払うものである。生産者は、人を呼び込む
ためにたえず地域をきれいにし、地域の財産・資
源を保全することなどが必要になる。この取り組
みは地域的な取り組みでないと難しい面がある
が、それだけに成功の度合いが大きいほど地域へ
の愛着も増す。
地域的な取り組みという点では、図6の①のよ
うな土地利用型農業の「地域農業経営体」を作り
出す場合も同じである。地域の一つの目標にする
ことが大切で、そのためにも徹底した話し合いが
必要である。
その際、人･農地プラン、地域営農ビジョン、
農用地利用規程等の作成、あるいは上記のように
身近な世間話から始めることも一つの手がかりと

なる。大規模化する人、兼業のままの人、農地の
出し手になる人、様々であるが、地域の徹底した
話し合いのなかで、納得･合意して、地域の生産
システムを決めて行くのである。人任せではなく、
自らも話し合いに参加し、協働することによりこ
のシステムは成立する。
ここでの〈地域の農業生産システム〉の典型的
なモデルを示せば、図9のようになる。このシス
テムは、イエや組織単位の参加ではなく、個人（地
権者）単位での参加を基本としつつも、地域ぐる
み、ネットワーク型の機能的な組織、有志による
組織、組織経営体（集落営農組織）等、様々な地
域範囲により構想できる。集落やイエに埋没して
いた個人が自立し、集落やイエは話し合い・コミュ
ニケーションの場となり、地権者組織＝農地管理
組合が農業発展や個人の行動を支える「一つの装
置」として機能する131。
地権者組織、農業･農地の調整組織、農業支援
･普及機関との相互の話し合いのなかで、地権者
組織のなかから作った担い手組織もしくは既存の
担い手組織に、地域の農地利用を委任する。あく
までも地域自ら納得の上でのシステムの決定であ
り、そのシステムは4者のパートナーシップによ

図9　地域農業経営体（稲作を中心とした資源管理型農場制農業）の推進体制

（注）  「農業生産法人」（＊）とは次をさす。 「農業法人」とは法人形態による農業を営む法人の総称で、これには「会社法人」と「農事組合法人」の2つの
タイプがある。また、農地の権利取得の有無により、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別され、農業生産法人は、“農業経営を行うために農地
を取得できる法人”（農地法第2条）のことで、農事組合法人（いわゆる2号法人）、株式会社（株式譲渡制限会社に限る）、有限会社、合名会社、合資
会社の5形態がある。事業や構成員、役員についても一定の要件があり。一般の株式会社やNPO法人等の場合は、「一般農業法人」に分類され、農地
の貸借のみ可能で農地の取得はできない。以上、 「農業法人って何？」日本農業法人協会ウェブサイト<http://hojin.or.jp/standard/i_about.html>
参照。

（出典）矢口芳生『共生農業システム論』（『矢口芳生著作集』第7巻）農林統計出版, 2013, pｐ.27,273 をもとに筆者加筆。
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り強固なものとなる。農地利用のほかの農業に関
わる作業等は、図9に示した役割分担のもとに、「地
域農業経営体」としての機能を発揮することにな
る。
これは単なる農民層の2極分解とは違った、地
域の合意に基づいた地域社会の担い手･構成員た
ちによる地域農業のシステム化の一つの姿であ
る。地域農業の担い手としては、図9右上のように、
担い手と農地利用の関係からみて3つのタイプが
あるが、その多くは①と③である。

　（３）地域の創生と点検

一定の地域において、〈コミュニケーション・
合意・協働〉の一連の合目的的行為･行動をもつ
共生農業システムにより、どのように地域は創生
し、どのような機能をもつのか、どのような点検
を必要とするのかを示しておこう。
　成功例からの教訓

「地域農業経営体」もしくはこれに近い経営体
を作り、成功した例は数多くある132。注目される
例をいくつかあげれば、岩手県遠野市・農事組合
法人宮守川上流生産組合133、長野県飯島町・田切
地区営農組合134、静岡県大東町・農事組合法人大
東農産135、滋賀県甲賀市・農事組合法人酒人ふぁ
～む136、広島県東広島市・農事組合法人ファーム
おだ137、等がある。
これらの「地域農業経営体」は、〈農業生産シ
ステム〉を基軸として〈地産地消システム〉や〈サー
ビス農業システム〉を組み合わせた地域の多角経
営体、社会的企業に発展した事例である。一定の
利益をえながら、農業の公共性を確保し、地域に
溶け込み、地域をサポートしている。
このような「地域農業経営体」を作り上げ、地
域に定着し、成功にいたる過程からの教訓として
指摘できることは次の点である。とくに集落的営
農において指摘できるが、図8にも示したとおり
「集落営農」に限定されない。生産・経営の単位
の地域範囲は地域により異なる。
教訓の第一は、目標をつくり、地域での〈コミュ
ニュケーション･合意･協働〉という一連の行為、

なかでも徹底的なコミュニケーションが行われた
という点である。そして、地域における取組過程
のなかで形成される様々な経営体（地域で合意･
納得された経営体）が、地域の特性を活かし、図
6のような3つの展開方向を組み合わせ（合意に基
づく協働）、最終的に地域ないし経営の所得向上、
活性化につないできたことである。
たとえば、コミュニケーションが日常的に行わ
れる集落では、様々な危機を跳ね返し、農業だけ
でなく総合的な活動を行う自治的な組織になって
いる138。総合的な活動とは、暮らしの安全を守る
防災、楽しさを作り出す地域行事、安心を支える
地域福祉活動、豊かさを実現する経済活動などで
ある。
例示した広島県東広島市の「農事組合法人ファー
ムおだ」は、自治組織「共和の郷・おだ」139の一組
織として農業生産活動を担っている。「共和の郷・
おだ」は旧小田小学校の区域で組織し、総務企画部、
農村振興部、文化教育部、環境保全部、福祉ふれあ
い部、体育健康部、女性部、白竜部（高齢者対応部）
を設け、一つの自治組織として機能している。
教訓の第二は、このような活動には、経済活動
の合理性の是非といった経済的条件･ビジネス化
の視点だけではなく、生態的、文化的、社会的な
諸条件をも考慮した農業・農村の発展の動態過程
の一環として位置づける視点があることである。
農業は経済活動のほかに、人と人のつながり、地
域資源の保全管理、伝統文化の保全等、生活・暮
らしそのものであるという視点である。
経済的条件・ビジネス化の水準は〈再生産＋α〉
の程度であり（αは多いほどよいが）、組織を維
持･運営するための必要条件と考えている。図6に
示した3つの展開の「自己実現型、地域づくり･活
性化型、ビジネス型」における「ビジネス型」も、
同様である。ある程度の「儲け」は組織成立に必
要であるが、それがすべてではなく、それと同じ
くらいに経済活動以外の様々な活動とその活動に
伴う達成感・満足感・幸福感が大切になっている。
このような視点から、あらためて図7・8･9の「共
生農業システム・モデル」をみれば、このシステ
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ムの構築は農業生産地を確保し、農村コミュニ
ティも維持し、農業･農村の「持続可能性」の確
保･向上を可能にしている。

　地域のキー ･パーソンと持続的点検

教訓の第三は、「地域」にはキー ･パーソン（リー
ダー ･マネージャー・コーディネータ）が形成さ
れ、システムが機能し、農業経営・地域資源管理
･地域福祉等の諸活動に関する点検も行われてい
る点である。わかりやすく一般化すれば図10のよ
うになる。
ここで大切なことは、だれがコーディネート（調
整）するかということである。地域農業を建て直
す初期段階においては、地域を牽引するリーダー
を発掘･育成することが重要になる。活動が広が
るにつれリーダーの補佐として、組織等の運営に
当たるマネージャーも必要になる。
まず必要となってくるのが、農家間・事業間の
調整役としてのコーディネータである。この候補
者としては、差し当たりプロ農家が有力であるが、
役割分担ができている地域では、役割に応じて地
域の構成員全員で対応している。
このような担い手が見当たらない場合は、実は、
現場の努力を後押し・下から支え、現場を知り事
務能力のある役場の農政担当者、農協等の支援・

普及機関の担当者のまさに出番である。現場の手
となり足となり、あるいはキー・パーソンの役割
を担うことも必要である。稲作に例をとれば、図
9に示した役割がある。
支援･普及機関の担当者や地域の担い手には、
調査･分析力、課題発見力、企画立案力、合意形
成力、課題解決実践力が求められるし、その能力
をもっている。その能力を活かし、地域農業のシ
ステム化の過程で、キー・パーソンの役割を担え
る人々を育成して行くことも必要である。農業支
援･普及機関がキー・パーソンの養成機関となり、
また、養成されるまでの期間は支援･普及機関が
彼らの代役を果たすということである。
そして、彼らによる点検も必要になる。点検と
してのPDCAサイクル140の継続は、組織の持続性
の確保を保障し、地域の持続可能性の確保も保障
することになる。成功事例をみても、地域におけ
る粘り強い取り組みとPDCAの一つひとつの点検
が行われている。
「教訓の第三」からさらにいえることは、農業
支援・普及機関等や農業の担い手は、農村の地域
住民である土地所有者・地権者に、真正面から向
き合い、耕作放棄地の問題も含め、農地の有効利
用のあり方を提起していることである。その際に、
「人･農地プラン」に近似の内容に基づいて話し合

図10　地域農業経営体等がやるべきPDCAサイクル
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いと取決めを行っている場合が多い。
ここに示した3つの教訓は、他の地域ですぐに
適用できるものではない。教訓は教訓であって、
マニュアルではない。地域の実情をよく分析し、
地域にあったシステム化が必要である。この共生
農業システム・地域システムを作り上げる過程で、
点検及び調査に関する必要事項を列記すれば、10
ポイントにまとめられる。
①対象範囲は、ネットワークかアソシエーショ
ンかコミュニティ（地域共同体）か
②解決すべき目標・課題は何か→KJ法141の活

用
③何を契機にコミュニケーション・交流に至っ
たのか（日常的契機・根源的契機）
④どのように合意・納得に至ったのか（契機）、
合意の意味とは
⑤ネットワーク、地域経営体・アソシエーショ
ン形成の過程と契機・意義は何か
⑥ネットワーク、地域経営体・アソシエーショ
ン、コミュニティ内のキー・パーソン（リーダー、
マネージャー、コーディネータ）の形成過程、役
割、意義、キー・パーソン3者の関係性とは
⑦ネットワーク、地域経営体・アソシエーショ
ン、コミュニティの性格（構造・性格分析）は何
か
⑧協働への契機、その自律性・持続性を高める
要素は何か
⑨目標・課題はどこまで解決・改善できたのか
⑩残された課題、新たな目標・課題は何か
これらは〈地域力（共生の持続力）〉…を調査す

る際のポイントでもあり、たえず地域自らが、ま
た農業支援・普及機関等が点検すべき事項でもあ
る。図10の一つひとつの行為・行動（点検）と地
域力の調査が、ステップアップの根拠となり、地
域力を確かなものにして行くであろう。
農業・地域政策は、コミュニケーション・調査・
点検等を行うための支援が必要である。選挙目当
ての一時的なものではなく、時間がかかっても、
着実に〈地域力（共生の持続力）〉142が覚醒・向
上するような支援を行うべきである。

100．……矢口芳生『農家の将来―TPPと農業･農政の論点』農
林統計出版,…2013,…pp.61-73;…詳しくは、矢口芳生『共生
農業システム論』（『矢口芳生著作集』第7巻）農林統
計出版,…2013.

101．……矢口芳生『農家の将来―TPPと農業･農政の論点』農
林統計出版,…2013,…pp.52-56.

102．……「日本創成会議･人口減少問題検討分科会提言／『ス
トップ少子化・地方元気戦略』記者会見」（増田寛也
レポート）日本創成会議ウェブサイト〈http://www.
policycouncil.jp〉

103．……ここでいう「持続可能性」とは、環境的持続可能性（自
然および環境をその負荷許容量の範囲内で利活用でき
る環境保全システム：資源利活用の持続）、経済的持
続可能性（公正かつ適正な運営を可能とする経済シス
テム：効率･技術革新の確保）、社会的持続可能性（人
間の基本的権利・ニーズおよび文化的・社会的多様性
を確保できる社会システム：生活質･厚生の確保）、こ
れら3つの持続可能性の均衡した定常的状態のことで
あり、環境的持続可能性を前提･基礎とし、経済的持
続可能性を1つの手段とし、社会的持続可能性を最終
目的･目標とする関係性のなかで、世代間･世代内衡平
等を確保することをさす（矢口芳生『共生社会システ
ム論』（『矢口芳生著作集』第8巻）農林統計出版,…2013,…
pp.65-72.）。簡単にいえば、地球･地域の環境許容量の
範囲内での経済活動のもと、その成果を福祉の充実･
労働時間の短縮・自由時間の増大･環境保全等に結び
つく状態を保つことである。

104．……小田切徳美「『農村たたみ』に対抗する田園回帰」『世
界』No.860,…2014.9,…pp.189-200;…小田切徳美『農山村は
消滅しない』岩波新書,…2014;…坂本誠「『人口減少社会』
の罠」『世界』No.860,…2014.9,…pp.189-200.…等参照。

105．……家族農業の重要性については言い尽くされた感があ
る。これを再認識するように、第66回国連総会は2014
年を「国際家族農業年」に制定した（「国際家族農業
年（IYFF2014）」FAOウェブサイト〈http://www.
fao.or.jp〉）。主に開発途上国に焦点を当てているとは
いえ、生活改善、資源管理、環境保護、持続可能な発
展を図る上で、家族農業や小規模農業が重要な役割を
果たしていることを高く評価している。この点に注目
したい。このような家族農業の優れた点に着目した地
域農業の組織化・システム化が重要なのである。なお、
家族経営の今日的意義については次が参考になる。『特
集　再考日本の家族農業経営―論点と国際比較から」
『農業と経済』80巻8号,…2014.9,…pp.5-86.…

106．……A・ホイットニーグリスウォード『農村と民主主義』
（篠原泰三･朝倉孝吉訳）東洋経済新報社,…1952.…は、「家
族企業としての農業が『民主主義の脊柱』との観念で
書かれたもの」（p.1）で、戦後日本の農地改革や農村
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の民主主義に大きな影響を与えた名著である。グリス
ウォードは『アメリカの極東政策』の著者でもあり、
エール大学の元総長で、政治学、国際問題、アメリカ
史などを研究した。『農村と民主主義』には、「家族農
場」の社会的政治的価値を認めたトマス・ジェファー
ソンの観念（農本主義と民主主義との関連）が示され
ている。
　ジェファーソンが、農業に対して生み出すことを期
待した政治的価値は、正に小農場において最もよく産
出される価値であった。何となれば、小農場において
こそ、かの独立と自己依存の性質『天を崇め、自己の
土地と仕事を尊ぶ』性質―これこそ最も容易に自己支
配へ移行する性質である―が農業者の間で最もよく発
展するということは、顕著な事実であったからである。
政治的独立は社会的平等と経済的安定の上に成り立
ち、小農場はそれらの最も確実な基礎であった」。また、
「民主主義は自らによる支配を意味する。自己を支配
しようとする者は自分の精神を持たねばならぬ。自分
の精神を持つためには、財産即ち経済的安定の手段を
持たねばならぬ。…私有財産の典型的な形態は土地で
あった。そして土地の典型的な使用法といえば、農業
であった」（p.36）。
　しかし、グリスウォードは、「家族農業は民主主義
を救うことはできない。民主主義のみが家族農業を救
い得るのである」（p.217）といいつつ、次のようにも
いっている。「家族農場―『経営者がその家族の助力と、
恐らくは、少量の外部労働力の助力とを得て、充分な
生活を営み、農場の生産力と資産を維持して行けるよ
うな』単位―は、市民に対して、多少なりとも自分自
身の設定した条件の上で生活し、労働し、また進取性、
才知、責任感及び自尊心を発展させる可能性を与える
のであるが、これらこそ常に到る処で民主主義の最大
の資産と考えられるところのものなのである」（p.223）
と。

107．……矢口芳生『共生農業システム論』（『矢口芳生著作集』
第7巻）農林統計出版,…2013,…pp.47-56,…74-95,…265-274.

108．……矢口芳生『共生農業システム論』（『矢口芳生著作集』
第7巻）農林統計出版,…2013,…pp.56-59,…295-303.

109．……この時期の農民層分解論は次に詳しい。梶井功『小企
業農の存立条件』東京大学出版会,…1973;…伊藤喜雄『現
代日本農民分解の研究』御茶ノ水書房,…1973;…今村奈良
臣『稲作の階層間格差』（日本の農業62集）農政調査
委員会,…1969.…等。

110．……戦後の農地制度の歴史については、関谷俊作『日本の
農地制度　新版』農政調査会,…2002.…に詳しい。

111．……沢辺恵外雄・木下幸孝編『地域複合農業の構造と展開』
農賃統計協会,…1979;…井上完二編『現代稲作と地域農業』
農林統計協会,…1979.…等。

112．……関谷俊作「農用地利用増進法の生まれるまで」『農用
地の集団的利用』農政調査委員会,…1981,…pp.7-8.

113．……規模拡大をみる場合、だれが、どのような範囲を、ど
のような方法で拡大したのか、そして地域社会にど
のような効果・影響をもたらしたか、という観点が重
要である。「官製的零細地主的農地囲い込み」とは、　
農業法など公的な制度に基づき公社・農協等が仲介し
つつ、零細地主の自主的で集団的な合意によって団地
的な農地利用を可能にし、大規模な生産・経営単位と
して運営している様を表現したものである。「官製的」
の表現は、制度や仲介も地権者や担い手の発意が前提
にあり、主体的・積極的に活用し、「農用地利用規程」
にまとめあげる意も含んでいる。ここには集落等、集
団における話し合い・コミュニケーションと合意、そ
して協働・パートナーシップがある。生産・経営単位・
組織の担い手は、組織内の有志、全員、他地域の担い
手の3種類がある（後掲の図9を参照）。矢口芳生『共
生農業システム論』（『矢口芳生著作集』第7巻）農林
統計出版,…2013,…pp.23-68.…参照。

114．……矢口芳生『農業多様性論』（『矢口芳生著作集』第5巻）
農林統計出版,…2013,…pp.10-14,…337-364.

115．……宇沢弘文『社会的共通資本』岩波新書,…2000,…p.67.…宇
沢博士によれば、「農の営み」は、「経済的、産業的範
疇としての農業をはるかに超えて、すぐれて人間的、
社会的、文化的、自然的な意味をもつ」のであり、そ
うした意味をもつ農業、農村の暮らしの定着・安定そ
のものが、社会安定装置として機能する。

116．……矢口芳生『農家の将来―TPPと農業･農政の論点』農
林統計出版,…2013,…pp.12-13.

117．……矢口芳生『今なぜ「持続可能な社会」なのか―未来社
会への方法と課題』農林統計出版,…2013,…pp.106-117;…矢
口芳生『共生社会システム論』（『矢口芳生著作集』第
8巻）農林統計出版,…2013,…pp.325-369.

118．……大内力『農業の基本的価値』家の光協会,…1990.
119．……矢口芳生『農家の将来―TPPと農業･農政の論点』農

林統計出版,…2013,…pp.12-13.
120．……矢口芳生『農家の将来―TPPと農業･農政の論点』農

林統計出版,…2013,…pp.13-18.
121．……矢口芳生『農家の将来―TPPと農業･農政の論点』農

林統計出版,…2013,…p.26.
122．……矢口芳生『現代日本農政論』（『矢口芳生著作集』第4巻）

農林統計出版,…2012,…pp.45-96.
123．……〈「農」の営み〉や「農」の「場」には、次のような論理・

倫理がある。①「農」に生命･自然･環境の創造･育成･
保全の論理がある、②「農」は暮らしであり（人の育成、
人と人とのつながり、経済等）、地域の多様性（自然、
歴史、風土（文化）等）がある、③「農」を営むこと
に幸福感・満足感・達成感がある、④地域の健全な「農」
を保つには地域の健全な自然・経済・風土（文化）の
循環が必要である、⑤「農」を支え担う者は「場」（村・
コミュニティ）において自由かつ共同（協働）的な個
人･組織（アソシエーション･社会関係資本）である、
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⑥「農」の「場」には、少なからず「地域（活）力・
共生知」（持続可能性の向上等の目標を達成しようと
する共生〈コミュニケーション・合意・協働という一
連の合目的的行為〉の持続力・その知）がある（矢口
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140．……PDCAサイクルは、アメリカの統計数学者エドワーズ・
デミングが開発したもので、当初は商品の品質管理の
手法であった。近年、国や自治体の事業評価など様々
な分野で応用・活用されている。PDCAサイクルを実
行する場合、まず事業プロセスの現状を把握し、目指
すべき理想の姿と現状とのギャップを認識し、その
ギャップを埋める対策を立案する（Plan：計画･企画）。
次にこの対策を実際の事業プロセスに導入する（Do：
実行･実施）。さらに、導入した対策が問題なく適切に
機能しているか点検・評価する（Check：検証･評価）。
最後に、計画をこのまま遂行する個所と改善を要する
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141．……多くの意見やアイディアをカードに記して分類し、関
連するものを繋ぎ合わせるなどして整理し、問題解決
への道筋を見出して行く方法のことで、文化人類学者
の川喜多二郎博士（KJは名前のイニシャルからきてい
る）が考案した。地域活性化、地域課題解決等の具体
的手段として活用されている。原著は、川喜多二郎『発
想法―創造性開発のために』中公新書,…1967;…同『続・
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〈「農」の「場」〉あるいは〈一定の「場」＝地域〉に
おいて、持続可能性の向上等の目標を達成しようとす
る自由で共同（協働）的な個人・組織による共生〈コミュ
ニケーション・合意・協働という一連の合目的的行為〉
の持続力のことであり、「場」では「担い手による共生」
が重要な知であることを認識している（＝共生知）。

おわりに
今期の農政改革は、驚嘆の「規制緩和」を断行
するものである。農政改革の内容は「視界良好」
だが、その見通しは「視界不良」である。農業・
農村の実態からあまりにかけ離れているからだ。
肝心要の規制緩和は農協等の〈一体的改革〉で、
あまりに強烈で急進的である。
急進的になる背景の一つに、TPP合意への準
備がある。合意内容が明らかになりつつある。米
は、「アメリカ産米を年数万トン特別枠の新設で
輸入拡大」する案が検討されている（『読売新聞』
2015.1.28、1面）。また、牛肉は、「10数年かけて
関税（現在38.5％）を9％まで下げる」をアメリ
カに提示したとされる（『朝日新聞』2015.1.30、1
面）。日本農業は、またしても、展開の幅を狭め
られる。
本稿では次の点を問いかけてきた。農業の成長
産業化とは何を指すのか。農協等には改善・改革
が必要な点もあるが、組織を弱体化させる〈一体
的改革〉がなぜ必要なのか。欧米型の2極分解へ
の誘導もあっていいが、農業・農村の経路依存性
や多様性を踏まえない2極分解でいいのか、農業
の公共性や地域社会の持続可能性を否定するもの
でいいのか。そもそも政策の押し付けでいいのか。
地域のニーズをどのように踏まえるのか。
問いかけへの答えは「視界明瞭」である。農政
改革は現場を直視し、現実的な改革をするべきで
ある。成熟社会にふさわしい農業・農政改革は、
地域農業をシステム化することであり、共生農業
システムを構築することである。地域の農業〈農〉
と地域〈村〉の担い手を確保し、そのためのアソ
シエーション・社会関係資本の新たな構築、また
農業支援・普及機関を強化し、農業・農家所得を

増加させるとともに、農外の様々な活動が可能な
地域システムの構築である。自主・自律の共生（〈コ
ミュニケーション・合意・協働〉の一連の目的あ
る行動）のある農業・農村の構築である。
内容は本文のとおりだが、そこにマニュアルは
ない。成熟社会にふさわしく、地域の担い手・農
業の担い手たち自らが、地域の特性を踏まえて具
体的な地域農業のあり方を決めることである。集
落・地域における民主主義をさらに貫いて行くこ
とである。
本稿では集落・地域が決めるべき一つの方向性
を示したにすぎない。集落・地域で、目標作りや
目標達成のために、〈コミュニケーション・合意・
協働〉のプロセスをしっかりと積み重ねることで
ある。集落・地域の努力は何らかの形で必ず報わ
れる。
〈コミュニケーション・合意・協働〉のプロセ
スの積み重ねは、目標実現につながり、新たな目
標をつくることになり、それを実現する新たな協
働を生み出す。目標が100％実現できなくとも、
軌道修正のために同様のプロセスを踏むことが、
結果、目標実現に近づく。このような集落・地域
の努力が地域の活力・地域力を生み、地域の創生
につながる好循環ができあがる。
農政改革や地方創生は、この〈地域力（共生の
持続力）の覚醒〉にこそ力を注ぐべきである。覚
醒には、様々な「場」におけるコミュニケーショ
ンが必要であり、その場の提供、十分な時間、ア
ソシエーション・社会関係資本・コミュニティへ
の支援、そして地域にそくした工夫が必要である。
選挙目当ての「掴み金」と誤解されかねない一
時的な地方・地域対策の繰り返しではなく、地方・
地域の自主性をどのように引き出し、支援し、さ
らに挑戦するサイクルをどう持続させるのか、こ
のような点検と支援の永続性・長期性のある対策
こそが必要である。政策の押し付けではなく、地
方・地域の自主性に依拠した地方・地域の創生・
再建こそが何より必要なのだ。

（2015年2月12日記）


