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【内部限り】 

第 2 回脱成長ミーティング 議事録 
 
日時：2014 年 6 月 15 日（日）14：00～17：00 
場所：ピープルズ・プラン研究所 
報告者：愛知学院大学 関根 佳恵 (せきね・かえ) さん 
テーマ：「日本農業再生と脱成長――国際家族農業年に考える」 

 
・ 関根さん自己紹介（本年 4 月から愛知学院大学勤務。3 月までは立教大学勤務） 
・ 「TPP 交渉からの即時撤退を求める大学教員の会」に加入し TPP に反対の立場。 
・ 農業経済学専攻。自分自身は、多国籍アグリビジネスと言われる大規模多国籍企業の実

態を、学生時代から批判的に研究。大規模農業は、撤退問題、環境汚染、不安定な雇用

などで、方向性に問題ありと認識。 
 
【報告】 

１．はじめに 

■2014 年は国際家族農業年 

・ 2014 年（今年）は国連が定めた「国際家族農業年」（国連は毎年、年度テーマを設定） 
・ 食料安全保障や持続的な資源利用（化石エネルギー、水資源など）の観点から、理想的

な形態として、家族農業、小規模農業の役割を再評価する動きが広がっている。 
■家族農業をめぐる海外の動向 

・ 国際機関(FAO、IFAD、UNCTAD、CFS 等)が相次いで家族農業に関する報告書を発表。

本日は世界食料保障委員会（CFS＝The Committee on World Food Security）専門家ハ

イレベルパネル（HLPE＝The High Level Panel of Experts）『食料保障のための小規

模農業への投資』2013 年）の内容を中心に報告。原本の和訳を本年 2 月に出版（回覧）。 
・ 家族農業に関する国際会議が各地で開催されている。家族農業の可能性に関する国際会

議(2013 年 11 月、欧州委員会)など。 
・ EU 各国農相の非公式会合(2013 年 9 月)で、家族農業が EU 農業モデルの基礎と声明。 
■家族農業をめぐる国内の動向 
・ 国会でも家族農業の役割が議論された。安倍首相は「家族農業をしっかり支援していき

たい」と答弁。リップサービスか、大規模家族農業の支援の意か不明だが、今まではな

かった発言。やはり国際家族農業年の影響か。 
・ 農水省の食料・農業・農村政策審議会「食料・農業・農村基本計画」見直し案で、いま

まで政策的に排除されてきた「兼業農家や小規模経営を含め、意欲ある多様な農業者を

幅広く育成」(2014 年 4 月) という文言が盛り込まれた。日経新聞は「ばらまき農業に

つながる」と批判的に報道。他方、日本の農業政策全体としては、依然として農業の構
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造改革、大規模化の推進、規制緩和と企業の参入促進、TPP 参加と国際競争力の強化、

農産物・食品の輸出促進による農村所得の倍増、減反政策の廃止等々が大きな方向。 
 
２．HLPE レポート執筆の経緯 

■世界食料保障委員会(CFS)＝本レポート執筆の母体 

・ 旧ソ連の崩壊に伴う世界的食料逼迫への危機感から 1974 年に設立された政府間組織。

しかし、生産国・消費国・輸出国・輸入国など多様な立場と事情を抱える各国の利害対

立で実効性のある提言はできなかった。 
・ 2009 年の組織改革の一環として諮問組織の専門家ハイレベル・パネル(HLPE) を 2010

年に設置。食糧安全保障に関する時々のテーマについて、アドホックな Project Teams
を作り報告書を出す。今回もこの一環として報告者が作成されたもの。 

・ この報告書は CFS から独立して作成され、CFS およびその加盟国（日本も加盟）は作

成された報告書に基づいて議論し、各国に適用しなければいけない。 
■これまで発表された報告書  

① 価格乱高下と食料保障(2011 年)  
本報告書に基づき、『食料保障のための小規模農業への投資』が書かれた。 

②土地保有（企業・国家の海外農地進出、大規模開発）と国際農業投資(2011 年)  
③食料保障と気候変動(2012 年)  
④社会的保護と食料保障(2012 年)  
⑤バイオ燃料と食料保障(2013 年)  
⑥食料保障のための小規模農業への投資(2013 年)  
⑦食品廃棄と持続可能なフードシステム(2014 年)  
⑧ 持続可能な漁業と食料保障(2014 年)  

■報告書（『食料保障のための小規模農業への投資』）作成の背景 

・ 2007～2008 年に世界的食料市場価格の高騰と食糧難が発生した。食糧難に直面した小

規模農業経営に対する食料安保上の対策の必要性があった。食糧価格の高騰は小規模農

家にとっても良いことと捉えられがちだが、小規模経営者は完全自給をしているわけで

はないので、食糧輸入価格や資材価格の高騰に苦しんだ。 
・ 世界の 14 億人が極度の貧困(1 日 1.25$未満で生活)しており、その内 7 割が農村で生活

し、そのほとんどが農業で生計を立てるといわれている。貧困を削減し、全ての人の食

料安全保障と栄養を確保するために小規模農業のあり方の議論が必要になっている。 
■報告書のプロジェクトチーム 
・ メキシコ/チリ、フランス、オランダ、マリ、日本（関根氏）、中国の多様な６名のチー

ム。草稿の段階で WEB に公開して意見を募集するなど、極めて特徴的な報告書作り。

官僚、NGO、農家など、誰でも応募可。第 1 回目はどんな言語で応募しても OK。 
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３．なぜ今、国際家族農業年か？ 

■新自由主義的政策への懐疑と見直し～途上国編～  
・ 家族農業・小規模農業は危機と可能性の間にある。食糧危機、食料や原油の高騰、経済

危機で最も被害を受けた家族農業の脆弱性。国際的な価格競争、農地争奪・土地囲込み。 
・ 他方で、大規模農業、輸出志向型農業の弊害も明らかになる中で、家族農業・小規模農

業の可能性に注目が集まっている。 
・ 達成困難になったミレニアム開発目標（2000 年に国際社会が合意した開発目標） 
・ 新自由主義的な構造調整政策の負の遺産からのパラダイム転換の必要性。1980 年代に

途上国の累積債務問題への対応として、世銀や IMF が融資条件として構造調整政策の

実施を要求。国営企業の民営化、市場自由化、輸出志向型農業開発、国際価格協定の廃

止。「トリクル・ダウン」で経済成長を追求などの夢物語追及への批判。 
・ これらが高い代償を伴うことが明らかに。国の支援を受けた農業銀行の民営化と農業・

農村への投資の減少。融資を受けられても、負債を抱えて離農する農家が、スラム形成・

貧困化を加速。 
・ 国際価格乱高下による農家の疲弊。大規模農業による環境汚染・資源枯渇などのオルタ

ナティブな持続可能農業モデルとしての小規模・家族農業。1990 年代後半から見直し

の動き。しかし、WTO 体制の下では限界。自由貿易自体を問い直す必要があると。 
■新自由主義的政策への懐疑と見直し～先進国編～  
・ 高度成長期に GATT 体制（日本は 1950 年代に加入）の下で 1960 年代から農産物の貿

易自由化を促進し関税を下げてきた。80 年代の GATT ウルグアイ・ラウンド交渉→プ

ラザ合意(86 年) →WTO 体制へ移行(95 年) 、さらに社会主義陣営の解体によりグロー

バル化が加速。 
・ 日本は戦後経済成長期から、製造業輸出促進を国策としていたため、足かせとなる農業

は外交カードとして切られてきた。 
・ WTO の多角的交渉が暗礁に乗り上げ（先進国と途上国の利害対立）、代わりに FTA・

EPA が増加。TPP 締結による一層の自由化が懸念される。 
・ 政府による市場介入・規制を行わず、自由な市場に任せることが経済・社会にとって望

ましいとする考え方が無批判の内に普及→構造改革(規制緩和)政策（橋本、小泉、安倍） 
・ 構造改革の結果、格差は広がり不況は長引いている→2008 年経済危機（リーマンショ

ック）→新自由主義への懐疑と見直しの機運（民主党政権誕生）→新自由主義への回帰  
・ 農業部門(日本) では、自給率低下、高齢化、耕作放棄地、鳥獣害、限界集落が現れ、農

業の再生産活動が困難になっている。 
・ 日本政府は企業の農業参入、TPP に耐えられる規模拡大、企業主導の農商工連携、農の

6 次産業化、農産物・食品輸出による農村所得の倍増。これらの政策は 80 年代の途上

国の農業開発手法と同じ。まだ、小規模・家族農業を再評価する機運は不十分。  
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４．世界の家族農業の姿 

■家族農業・小規模農業をめぐる定義の問題  
・ 家族農業とは？ イメージはあっても定義するのは意外に難しい。 
・ 家族(単一または複数世帯)によって営まれている農業、家族労働力のみに依存または家

族労働力を主とする農業、というような定義は一応されているが、小規模家族経営もあ

れば、一戸一法人、株式会社もある。ドールというアグリビジネスはファミリー企業。 
・ 小規模農業とは？ これまた小規模といっても規模は相対的なので定義が大変難しい。 
・ 経営規模の大小は相対的。国や地域、作物によって基準が異なるため、比較が困難だが

雇用労働力に依存した商業的大規模農業と区別される。他方で、中には小規模企業的経

営も。 
■家族農業・小規模農業をめぐる定義の問題  
・ 家族農業と小規模農業の範疇は、小規模農業と家族農業のうち、大規模家族経営と小規

模企業的経営を除いた真ん中の重なる部分＝小規模家族農業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■家族農業・小規模農業の特徴 

・ 農業以外の経済活動を行っている場合が多い(多就業性、兼業性、半農半 X)。所得補て

んを通じて、リスク分散、自然災害や社会的な外的ショックに対する回復力に優れる。 
・ 生産単位であると同時に（家庭）消費単位、労働力の供給源。この二面性が制約になる

こともあれば、その弾力性が優位性にもつながる。 
・ 小規模・家族農業の半数以上は女性による農業。日本では三ちゃん農業と。世界的には

女性の権利の保障（女性だから土地を相続できないとか）と社会的地位の向上が課題。 
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・ コミュニティ内で社会的多様的なネットワークを形成。 
・ 相互扶助や共同投資(主に労働力)を行う団結力を持つ。 
・ 政策決定において重要な発言をすることができる。 
・ 政治的自由、生産者組織・地域開発組織への参加が鍵。  
■家族農業・小規模農業に関する統計 
・ 世界各国で定義・統計基準が異なるために、比較が困難⇒実態把握と適切な政策策定の

ために、世界全体で家族農業・小規模の統計を

整備する必要がある。  
・ 比較可能な 81 か国のデータ(2012 年)  

農地面積規模 1ha 未満：全戸数の 73％(図 1)  
  同    2ha 未満： 同  85％  
日本では、それぞれ 55％、81％(2010 年農業

センサス)  
・ 経営規模別の農家数の割合の地域間比較(図 2)  
・ 世界の農家数の圧倒的大多数が小規模・家族経

営。日本農政でよく比較に出される北米・オセ

アニアの大規模農業構造は、世界的に見れば必

ずしも普遍的存在とは言えない。 
・ 先進国・新興国でも重要な小規模・家族農業が見られる。EU：経営規模2ha未満が49％、

5ha 未満が 67％。自給的農業の割合が高い中東欧の加盟で、小規模農業への関心が高

まった一面もある。 
 

 

図１ 

図 2 
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５．高まる家族農業への期待 

■小規模・家族農業の役割 
・ 各国・地域・家庭における食料保障の基礎。自給的農業を否定する政策では、食料保障

は達成できない。周辺都市部の消費者への食料供給においても重要な役割を果たす。 
・ 小規模・家族農業がもつ多面的機能。雇用創出（機械化された大規模農業と比し）、貧

困削減、社会統合(周縁化された社会グループ＝先住民族、異教徒など＝の解放。社会

の安定に資する)、空間的・社会経済的不平等の是正に貢献できる。日本では、国土保

全、環境保全、生物多様性、景観維持、文化遺産保護、文化伝承等への貢献などが強調。 
・ 小規模・家族農業の役割。効率が低いと言われがちだが、小規模・家族農業の潜在的効

率性は高い。単位面積当たり収量は大規模経営よりも多い。（例）中国には 2 億戸の小

規模経営があり、世界農地の 10％を耕作、世界食料の 20％を生産。 
・ 単位労働時間当たり収量も、労働集約的・高品質な農産物・食品の生産により、大規模

経営よりも多い。 
・ 単位当たりのエネルギー効率性も高い。石油資源への依存度が低く、水資源も分け合っ

て有効に利用可能。自然資源の持続的利用モデルを歴史的・文化的に体得している。 
 
６．多様な発展経路―社会選択としての未来― 

■小規模・家族農業は「消えゆく存在」か？  
・ 日本の主流派の経済学者はなお新自由主義的セオリー。小規模・家族農業は、市場競争

を通じて淘汰され、大規模化・商業化するか、農業部門を退出して都市の賃金労働者に

なるとの古典的な主張。限られた国家財政の中で支援すべきは効率的な大規模農業だと。 
・ 上記セオリーは破たん。大規模農業の支援、市場の自由化推進の結果、豊かな社会も食

料保障も達成できなかった。社会的約束が実現せず、正当性は失われつつあるが、言論

操作もあり国民の目にはっきりとは見えていない。セオリーの破たんが顕在化し、新自

由主義的経済政策の正当性が失われる中、新しいシステムの模索が必要になる。 
■相対化される発展経路  
・ 従来の経済成長モデルは農業がまず発展して外貨を稼ぎ、外貨を使って工業部門の発展

を図り GDP を高め、その結果、農業部門の割合は相対的に縮小する。これが OECD な

どの先進諸国が戦後辿って来た道。 
・ この歴史を分析したのが、ペティ=クラークの法則。このモデルに従うと、経済成長に

ともない農家数は減少し、1 戸当たり規模は拡大する。これはある程度、日本を含む先

進国諸国でも認められる傾向。 
・ しかしこれは、集約的資源利用、他産業による雇用創出、大量の移民によって、はじめ

て可能になったモデルである。 
・ しかし、いま急成長している新興国・後発途上国が示すのは異なる発展モデル。戦後の

世界が目指してきた経済発展モデルは、欧米やアジアの一部の国にしか当てはまらない
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ことが広く認識される。 
・ 図 3 は、アメリカ、ブラジル、インド、フランスの農家数（棒グラフ・縦軸百万戸）、

折れ線は一戸当たりの農地面積（hr）。 
・ USA やフランスでは大規模画が進む一方、急成長著しいブラジルは横ばい、インドで

はむしろ一軒あたりの農地規模の減少傾向がみられる。大規模化ばかりではない異なっ

た発展モデルがあるのではないか。 

図 3 
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アフリカにおける農地サイズ別の農家数。全体の 11％にあ

たる 1hr 以下の農地を 54％の農民が保有 

UE27 か国でも、2hr 以下の小規模農地を保有して

いる農民が 49％を占めているが、2hr 以下の農地

は全体の 2.4％に過ぎない 

図 4 
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・ 図 4 でも同様の傾向が読み取れるが、つまり各地で異なる多様な発展形態があり、グロ

ーバル化や都市化、市場の自由化は不可避ではなく、人間の社会的選択に過ぎない。新

自由主義的政策の下での農業、特に小規模・家族農業の低迷・縮小は必然ではなく、わ

れわれの政治的選択の所産と言える。 
・ 従って、未来は選べる。すなわち、食料保障の実現、農業の多面的機能の発揮による社

会統合・安定を目指すために、小規模・家族農業を中心にした新しいモデルを構築。そ

のための政策を選択すれば、未来は変わる。国際社会はすでにパラダイム転換している。  
 
７．今、何をなすべきか？ 

■小規模・家族農業がその役割を果たすために…  
・ 小規模・家族農業の実態把握が欠かせない。世界レベル・各国レベルで比較可能な統計

を整備し、有効な政策策定の基礎とする。そのため統計の充実と予算増額が必要。 
・ 小規模・家族農業の振興のための政策に転換が必要。そのための第一は、小規模・家族

農業に対する政策的偏見（非効率、甘えている、自立していないなど）の除去が課題。

特に途上国における、小規模・家族経営の諸権利を法律で認める(特に女性の権利) 。縦

割り行政の弊害を排し、諸政策が相乗効果を持つように。何よりも、小規模・家族農業

に対する中長期的な国家戦略を策定し、そのための予算を配分する。 
・ 小規模・家族農業の政治参加を促す。小規模・家族経営が政策の形成に参加できるよう、

透明性の高い政治プロセスを実現。小規模・家族経営の組織化による影響力の増大（JA、

全中解体ではなく、問題はあるにせよ、農業協同組合の理念などを生かす方向で） 
・ 農業政策のみでなく、新自由主義的諸政策の見直し。民営化、市場自由化、規制緩和、

国際価格協定廃止を即時見直しが必要。 
・ 農業・農村、特に小規模・家族農業への投資の促進。大規模開発ばかりでなく、農業生

産、教育、医療、公衆衛生に関わる投資が鍵。農業の研究開発、普及サービス、インフ

ラ整備を支援するための投資の促進。 
 
８．日本への示唆―おわりにかえて 

■国際的潮流に逆行する日本の農政改革  
・ 市場のさらなる自由化：TPP 大筋合意に向けた動きが急。7 月か 11 月かとの憶測。 
・ 農業経営の規模拡大を推進 
・ 企業の農業参入を促進：農地所有解禁論も一部にあり 
・ 育成すべき担い手は認定農業者・集落営農： 小規模・家族農業、兼業農家、自給的農

業を政策的に排除している 
・ 手薄い政策的支援：環境保全、条件不利地域等、EU の取り組みも参考に。 
■日本企業の利益優先の政府開発援助(ODA)  

・ 日本の ODA では、援助先の住民参加を促すための取り組みも見られるが、未だに日本
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企業の利益優先に拘っている。 
■新自由主義に代わるオルタナティブの模索  
・ 日本は世界に誇る先進的な取組の実践の歴史を持っている。有機農業、産消提携、里山

（SATOYAMA）保全などの知恵を世界に発信していくべき。 
・ 人口減少に悩むある地方で調査中に聞いた話では、耕作放棄地にアグリビジネスのドー

ルを誘致した。しかも税金を使って農地を整備し、貯水池まで作ったが、経済危機によ

り、ドールは計画していた土地の半分も使わなかった、という話であった。何で日本は、

地方へ企業誘致をしては経済悪化により撤退するという政策を 1970 年代以降繰り返し

ているのだろうと思う。 
・ その原因は、説得力のあるオルタナティブな政策を私たちがまだ提示できていないため

ではないか。新自由主義的な成長戦略を乗り超え、小規模な家族農業を中心とした社会

の実現のため、説得力(正当性)のあるモデル(例：脱成長)の提示が鍵  
 
⇒ 国際家族農業年のメッセージを、私たちがそれぞれの現場で、活かせるか

どうかが問われている 
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【討論】 

出席者：（50 音順、敬称略） 
板井広明 ／東京交通短期大学 准教授、英国の社会思想史・食の倫理 
大河 慧 ／経済学者 
大橋成子 ／NPO 法人 APLA、ピープルズ・プラン研究所 運営委員 
小口広太 ／日本農業経営大学（全寮制就農学校）教員、地域社会学 
海棠ひろ ／ピープルズ・プラン研究所 運営委員、福島原発事故緊急会議 
菅野芳秀 ／山形で水田 4hr と 1,000 羽の養鶏の農業、置賜自給圏推進機構 
菊池やほこ（？） ／石川県金沢市立●小学校教員、農業を小学生にどう教えるか 
高坂 勝 ／「たまには TSUKI でも眺めましょ」店主（司会） 
斎藤まさる ／SOSA PROJECT、ライフカウンセラー（好きなことのビジネス化支援） 
柴垣顕郎 ／長野県在住のリンゴ農家、半農半 X のコンピューター技術者 
白川真澄 ／ピープルズ・プラン研究所 編集長 
妹尾和郎 ／非営利特定法人「おがわ町自然エネルギーファーム」理事 
平 忠人 ／銀行員、緑の党、ピープルズ・プラン研究所 運営委員 
千村和司 ／ピープルズ・プラン 21 のアーカイブを作成 
中田哲也 ／ウエブサイト「フード・マイレージ資料室」主宰、農林水産省統計部 
西村 豊 ／農力向上委員会。寺家ふるさと村（横浜市青葉区）でシェアファーム運営 
野澤信一 ／会社員、市民の意見 30 の会・東京 
武藤一羊 ／ピープルズ・プラン研究所 運営委員 
山田ひろこ ／SOSA PROJECT、大月短期大学教員 

 
土の豊かさ、ダーチャの役割 

菅野：1989 年に、アメリカ・ミネソタ州の酪農組合の副理事長から「いまアメリカでは年

0.9％ずつ家族農業が減り、代わってアグリビジネスが伸びていると」と聞いた。アグリ

ビジネスの進出によって、家族農業は当時からどのよう減少し変質してきたのか。 
 例えばスミスフィールド・フーズ（編注＝世界最大の豚肉生産・処理会社）の大規模

養豚場が進出した地域では家族養豚が壊滅してしまった。しかし壊滅したのは、家族養

豚だけではなく、実は養豚を中心とした農地循環の構造自体ではなかったのか。 
 農業は規模と効率だけでは絶対に語れない。野菜が含んでいるミネラル成分が 1950
年代から 2000 年代にかけて大幅に減少した栄養データをぼくはよく引用する。作物は

土の中に含まれている養分を吸収して育つ。言わば我々は土を食べて生きているので、

土の豊かさが決定的に重要。化学肥料が有機肥料に取って代わることで、土が貧しくな

り、人々は不健康になっていく。何のための食物生産なのか、何のための農業なのか、

根本に立ち返って家族農業を考えたい。農業は世代を超えた地域のたすき渡しだと思う。 
 旧ソ連が崩壊した際、国内の食糧危機を救ったと聞くダーチャ（土日農業。80％を自
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給）に関心がある。農地の市民的活用に門を開くことも、農業や人の生活の健康を回復

する手段になるのではないか。 
関根：米国では特に零細より中位の小規模農家（ミドル・ファーマー）が減少し、2 極化が

進んでいる。農地を耕作するばかりでなく、飼料、子豚や種子、農業機械、化学肥料、

農薬、遺伝子操作技術など、アグリビジネスが生産する工業分野商品の消費者として生

産者が取り込まれている。その結果、農村に人がいなくなり、学校が、役場が、商店が

なくなり、限界集落となり、遂には人が生活できなくなる。本来農業と言うのはそうい

うものを必要とせずに成り立つものであることに気付く人を増やしていきたい。 
 農法の変更による栄養の変化の問題はまだ社会的に認識されていない。農法にまで踏

み込んだ食育の普及が必要。ダーチャは小規模家族農業が社会の統合や安定に役立った

好例。いま増えている家庭菜園でも、種子を自己採取する自給的な農業など、新しい農

と人の関係を築くきっかけになってほしい。小規模家族農業の古いイメージが世界でも

払拭されていない。EU では「新しい農民」という概念が市民権を得つつある。 
 
農業・農村・農民の一体性 

武藤：家族農業で言う家族とは House Hold か？ 
関根：Family Farming と言い、House Hold で経営されている農業と定義されている。 
武藤：社会的に農村をどう位置づけているのか。中国では、政府が新自由主義的な考えで

農村の共同化を解体しようとして失敗、いま、農村を立て直すため、農村、農業、農民

に関わる諸問題を包摂した「三農」（編注・中国の経済学者、温鉄軍博士が 1996 年に提

起）が社会問題となっている。 
関根：農村が都市化し、農村らしくなくなってきている。自民党も農業票をあてにしなく

なった。何を以て農村と言うかが問題。食糧安全保障や地域が一体化したコミュニティ

の形成が必要だろう。中国の人民公社が解体されたが、公社で働くことと、自分が自力

で自分の土地を耕すことの間にギャップがあるのではないか。フィリピンのネグロス島

で、サトウキビのプランテーションで働いていた人が、自立して農業経営するためには

全く違った能力が求められた。農業、農村、農民の一体的なコミュニティのつながりな

くして小規模農業はできない。 
武藤；人民公社時代は短かった。解体した直後は一気に生産が挙がったが。 
 
小規模経営化で農業の再生は可能か 

大河：戦後の自民党政権下の日本農業はまさに小規模家族農業だったのではないか。むし

ろ、日本の農家経営がうまくいかなかった原因が小規模家族農業だったのではないか。

小規模家族経営にすることが本当に日本の農村の復興につながるのか。現在の日本農業

の荒廃の中で、規模の問題がどのくらいのウェイトを占めているとお考えか。 
 また GDP の１％しかない農業分野だけで解決を考えるのではなく、流通とか消費な
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ど、地域や社会や経済全体の中で、農業を位置付けた議論が求められるのではないか。

東京と同じ構造の地域経済を各地でいくつ作っても、やはり工業分野に人口が流れてい

くと思う。従って、規模と言うよりも、産業のあり方みたいなものをもう少しトータル

に考え直す必要があるのではないか。こと日本に関しては、小規模家族経営にすれば、

今の農村の荒廃を立て直せるとは到底思えない。 
白川：小規模家族経営という場合の家族は、血のつながった家族でなければいけないのか。

いま若者が就農を志しても、農家の家族でないと難しい、と言う問題がある。ぼくは世

界史的にソホーズやコルホーズなど、大規模農業はダメになったという認識だが、ただ

小規模家族農業の場合、後継者が一番厳しい問題だと思う。最近の新規就農者は毎年 1
万人くらいで推移しているが、そのうち７割から８割は企業的農業法人に就職している。

儲からなれば撤退するというのが企業の一番ダメなところだが、働く方からすると、給

料がそれなりにちゃんと入ってくるという魅力はある。 
関根：今の日本の農業は殆ど小規模家族経営ではないか。それが衰退しているのには規模

以外の問題があるのではないか、と言う指摘だと思う。確かに日本は統計上、98％以上

が家族経営である。しかし戦後の自民党政治が家族農業を保護し大規模化を推進してこ

なかったというのは間違い。戦後の農地改革直後までのわずかな期間、家族農業を自立

的な経営として育て食糧増産を図るという農業政策も確かにあったが、これは短期で終

わった。なぜなら、日本は工業化による経済成長を目指して 1955 年には GATT に加入、

農産物の輸入自由化を推進した。基本法農政期（編注・1961―70 年。需要が期待され農

産物の選択的拡大と、離農による農家労働力の流出を前提に、構造改善事業を通じた機

械化・施設化を進展させ、自立経営の確立を図った）以降は、貿易自由化に対応するた

め、明らかに大規模化による経営効率改善を目指してきた。それにも拘わらず国際的に

日本がまだまだ小規模であることは事実。 
 
農産物価格の下落 
関根：家族農業に後継者がいない一番の理由は、再生産ができないくらい農産物の市場価

格が下がっていること。I ターンで農村に来る人もいるし、半農半 X とかいろいろ工夫

をして経営効率改善をしている人はいるが、全体的には慣行農業も、JA へ出荷している

農家も、契約農業も、国際価格競争にさらされている。今の政策は、小規模家族農業に

は後継者がいない、だから企業的な法人農業にして雇用を生み出し、就農者を確保する

という方針だが、価格の問題を解決しなければ、後継者問題は解決しない。逆に価格問

題を解決すれば、日本の小規模経営・家族経営の状況は劇的に変わる。 
大河：消費者の利益は無視されてしまってもいいのか。 
関根：消費者の利益の中身が問題。価格が安ければ消費者の利益、というマスコミの論調

は、価格に反映されていないものの価値を無視した明らかに間違った議論。消費者の利

益を無視して農村に税金を投入するのはおかしいという議論がおかしいと自分は思う。 
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高坂：慣行農業の一俵あたり生産価格は 17000 円。JA に卸して手にするお金は一番安いと

9000 円。作れば作るほど赤字になる。農民は 9000 円でしか売れないものを 17000 円か

けて作っている。消費者は対価をきちんと払っていかなければならないのではないか。

自由化が今ほど進行する前まで、一俵 23000～24000 円で売れていた。その時代も日本

人はちゃんとお米を食べていたわけだから、外部不経済を含めて農業を守って行かなけ

ればいけない。自由化によって関税を下げ、農産物を安くしてきたことが、農村の崩壊、

後継者不在を招いた原因。有機農家では後継者は結構多い。慣行農業では機械と向き合

っているだけで、卸しても農協で混ぜられ自分のお米がどこに行くかも分からず、働く

張り合いがない。慣行農業も含めて、働いた対価が払われるような社会にしていかなけ

れば、全ての面で崩壊していくと思う。 
 自分で 6 年間自給生活をして思うことは、小規模だとロスがない、ということ。例え

ば米を作ると藁がたくさん出るが、昔はその藁を屋根や小屋やまくらや布団やわらじに

した。これが大規模になると用途のない大量の藁は産業廃棄物になる。大規模化は普通

のビジネスでも破綻が来ている。農業こそ小さくしていくべきだと思う。 
 
適正な規模、生産性という指標 

菅野：自分は若いころ全ての文化を発信する東京にあこがれた。しかし後継ぎとして家業

である農業に縛られた。本人にとってはつらい選択。最小コストで最大の利益を求める

企業的な農業は、土を介して世代を越えて命のたすきを渡すという農業の大切さと合わ

ない。そういう土の性質と人々の暮らしが大切なのであって、家族農業は必ずしも血縁

的家族でなくてもいいと思う。グループとか NPO とか障害者施設が、そこで暮らしな

がらそこを耕してというのは、全部ありだと思う。 
 大規模化は戦後自民党が一貫してやってきたこと。特に 1961 年から始まる農基法農

政下の大規模化は、自由化で高度成長を目指す工業へ農村から人手を引っ剥がしてくる

ための政策だった。ぼくが農業を始めた 1997 年の減反政策の時、1.2hr 位が平均的耕作

面積だったが、政府は 10 町歩経営（編注・9.92hr）というのを明確に打ち出していた。

輸入品との競争を念頭に置いた大規模化だった。 
大河：逆に言えば、もっと小規模化を進めるべきだったということになるのか。 
柴垣：そこは分けて議論すべきでは。 
大河：農業の大規模化か小規模化か、が今日のテーマ。日本の農業の問題を、規模だけで

論ずるのは相当偏った議論ではないか、と言っている。 
菅野：農業の内発的発展の方向性として、適正規模が論じられたことは今までなかったの

ではないか。すべて外にあるきっかけがあって、その観点から農業や農村をどう利用す

るかという観点からの議論ばかりだった気がする。 
白川：小規模の日本の農業は生産性が低い、という視点が戦後の農政の方向だった。しか

し、工業的な発想の生産性というモノサシを、農業に直接当てはめるところに非常に大
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きな問題がある。生産性が低いから賃金が低いのは当たり前というと、若者は農業にも

介護にも来ない。その人たちに払うべき賃金は、生産性に連動すべきものではないとぼ

くは思う。社会的に重要な役割を果たしていて、生きていくために不可欠なものには社

会全体でちゃんと支払わなければならない。払う時は税金を使うこともあると思う。 
大河：同感。生産性は付加価値とコストの関係であり、付加価値は市場価格で決まる。市

場価格だけで評価されるべきでない農産物を生産性で計れば、低く出るのは当たり前。

規模ばかりでなく、どういう価格が良いのか、価値を生むというのはどういうことなの

か、そういう議論も一緒にしていった方が良い。小規模家族経営だけで農業問題が解決

するかような論の立て方はおかしいと思っただけ。 
関根：小規模家族農業に注目していこうという国際家族農業年の意図やメッセージ性は、

まさにそうした新自由主義的な政策全体へ疑問を投げかけるところにある。自由貿易へ

の批判までは報告書に入っていないが、私は必要だと思っている。規模の大小の議論に

集中するのではなく、今の私たちの社会を作ってきた価値観の転換、パラダイム転換を

報告書は求めている。この会の目的に沿っていえば、より幅広い脱成長とか、新しい経

済モデルなり社会のあり方を考えるツールとして使って行けばよいと思う。 
 
ブラジルの小規模農家の増大をどう見るか 

中田：ブラジルの農家数増加の原因は、植民地として大きなプランテーション経営が行わ

れていたブラジルの民主化の一環として、その後何回かに分けて漸進的に行なわれてき

た農地改革の結果ではないのか。戦後、農地改革で小規模化した日本も、当時のグラフ

を書くとブラジルと同じようなグラフになるかも知れない。ブラジルの小規模農家増加

を以て、今の日本の小規模経営の方向に話をつなげるのには違和感がある。 
 世界では小規模経営が圧倒的に多数という話は、中国やインドを見ればその通りだし、

アメリカやオーストラリアの農業が世界のスタンダードでないこともご指摘の通り。し

かし、国連が言っていることは、絶対的な食糧危機の状態にあり、飢餓の現実的なリス

クを抱えている国を守るには、現地の家族農業の保護・育成が大事だということ。それ

と同じ文脈を日本に当てはめるのはストレート過ぎるのではないか。 
千村：グラフに関して、インドに関しては多分農地改革で説明がつくと思う。ブラジルの

農家数が増えているのに規模が同じなのは、例えばアマゾンへの入植などが考えられる。

農業規模の問題というよりも、ダイレクトに市場を志向する農業があり、農産物が売れ

るからアマゾンに入って農地を開いて市場に売るという農業の質の違いが大きいと思う。

2000 年に農家数が減っているのは、それが失敗して淘汰されたとこのグラフは見える。

規模と質はイコールではない。市場を志向する農業なのか、地域の持続性を保つための

農業なのか、で小規模の意味も変わってくる。 
関根：折れ線グラフが表しているのは飽く迄も平均値なので、必ずしも実態を表現してい

ない部分もある。ブラジルの農業構造に関しては圧倒的に二重構造になっている。コー
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ヒーのプランテーションのように大規模なアグリビジネスもあれば、完全自給に近いよ

うな小規模零細農家もある。このグラフは農業には多様な発展の仕方があることを表し

たもので、限界があることを理解いただきたい。インドについては人口増加圧力に伴う

相続と土地の分割の影響も大きいと思われる。 
 確かに日本も農地改革によって小規模経営の増加を経験した。途上国も含めて現在は

農業以外の産業での失業率が高まっており、先進諸国が辿ってきた移民政策による発展

モデルもいまは非現実的となっている。食糧安全保障をめぐる先進国と途上国の諸環境

（インフラ、貧困、ほか）が、質も程度も異なることは事実だが、この報告書は途上国

の問題だけを取りあげているのではない。共通しているのは新自由主義のモデルや資本

主義の市場経済。世界的な食糧安全保障や枯渇する資源の持続的利用が、世界的に非常

に重要な問題化していることが国際家族農業年の背景にある。EU は西側と東欧とで事

情が異なるので平均値で論ずるのには確かに限界がある。EU と日本では農法も自然条

件も異なるので、並べて比較することはできない。 
 
直接支払いの是非 

中田：あくまでも個人としての意見ですが、日本の一戸当たりの農地は EU と比べてもま

だまだ小さく、自民党農政が規模拡大をしようとしてもできなかった。善しあしは別に

しても、それを妨げていた農地法や農業委員会の改革などの規制に手を付け、16000 円

位のコメの生産コストを半減しようと言っている。それを新自由主義的政策と切り捨て

るのにも若干抵抗感がある。生産性の向上に生産者も努力し、それでも足りない部分は、

消費者の理解を得て国民の税金を投入して直接支払いしていく。EU などを参考に、農

民が生活できるような再生産可能な所得補償と、環境支払（編注・農地、水、環境保全

など、環境に「配慮」してもらうために農業者に支払う補助金）など、2 段階で進める

必要があるのではないか。 
関根：農地法の岩盤規制の改革、農地、水などへの直接支払いは新自由主義的分類に入る。

ミルトン・フリードマン（編注・米国のマクロ経済学者。マネタリズムを主唱し、ケイ

ンズ的総需要管理政策を批判）は農産物の価格補てんは市場介入にあたるので望ましく

ないとし、所得補償、直接支払いを行うべきと主張している。いまの WTO 体制を前提

とするなら、直接支払いもないよりあったほうが良いと思うが、それで食糧安全保障が

達成できるとは思わない。日本でも規模拡大や企業農業を志向する中で所得補償も事実

行っているが、これはいまの WTO 体制や自由貿易体制の継続が前提になっている。小

規模家族農業の問題は自由貿易の問題を避けて通れないし、TPP の問題とも結びつく。

TPP には反対というが、では、EPA や WTO はいいのか、という踏み込んだ議論にも入

って行く必要があるのではないか。 
 
大規模農家と小規模農家は持ちつ持たれつ 
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小口：池田隼人首相が所得倍増計画を打ち出した時、2.5hr 以上の農家を確実に 100 万戸育

てると言った。そして都市への労働力供給を目的に農村人口を 3 分の 1 に減らすと。規

模拡大が一貫した政策だった。小さい農家が今の日本農業を支えているのは理解してい

るつもりだが、規模の大きい農家と小さい農家は持ちつ持たれつという実体があるので

はないか。自分の実家も 1.2hr 位の小さな農家だが、全部の農地を耕すことはできず、

近くの大規模農家に貸して、規模拡大を望んでいる先方も喜んで借りてくれている。産

業的な農業と自給的な農業が関係性を保ちながら存在しているのが地域社会ではないか。 
 また規模拡大ができる地域とできない地域という地域性の問題も大きい。ぼくが調査

に入っている小さな山村は絶対に規模拡大はできない。規模の小さな畑や田んぼの多い

ところではどうしても効率は悪い。他方で琵琶湖付近の、たとえば 100hr 規模で有機稲

作をしていて、土づくりをしながら丁寧に稲作づくりをしているところもある。従って

規模の大小ではなく、資源の持続的利用に基礎を置いた農業というのが一つの土台にな

るのではないか。小規模家族農業を押し出すと、大規模はダメなのかという二者択一の

議論になってしまうが、相互の関連も見ないと地域の実態は見えてこないのではないか。 
 法人就職する若者は確実に増えている。実体として法人は人数が足りていない。農業

法人から学校にも求人が来る。企業的経営の中でも頑張って人材育成をして、独立就農

者をかなりたくさん出しているところもあるなど、企業的経営全部が悪いということで

もない実態がある。企業的経営も中身の問題だろう。家族経営からステップアップして

法人経営をやっていくというような例もある。 
 
経済の問題と文化の問題の関係 

野澤：小規模家族農業であれ、脱成長論であれ、これは経済の問題なのか、ライフスタイ

ルという文化論なのか。両方はもちろん密接に関係しているが、経済問題をライフスタ

イル論で攻撃しても議論はかみ合わないし、価値観が違う相手には説得性がない。われ

われの価値観を経済問題としてどのように表現し、具体的なオルタナティブとして可視

化させるのかを考える必要があるのではないか。 
 野菜のミネラル減少の指摘を伺った。それを教育し知識の普及を図ることも大切だが、

例えばミネラルの含有率ごとの規格を JAS で決めて、市場経済の中で差別化を図るとい

うような解決策は考えられないか。市場システムの中で、消費者に正確な情報が伝わる

ような工夫を提案していくことも大切だと思う。炭素税のように、地球環境の中でみん

なが負担していこうというような社会的コンセンサスの土台はすでにある。農業への補

助金についても、食糧は人類が健康に生きていくための地球的規模の問題なので、そう

した視点からの税負担システムも考えられるのではないか。 
白川：価格支持政策、EU の関税、直接支払いについてさらに議論をしてほしい。 
 
次回（第 3回）のご案内 
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日時：8 月 10日（日）14：00～17：00 
場所：ピープルズ・プラン研究所。 
テーマ：「資本主義はもはや経済成長できないのか」。 
報告者：大河慧さん。 
いま話題になっている水野和夫「資本主義の終焉と歴史の危機（集英新書）」のレポート。 

 
以上 

（2014 年 6 月 22 日 野澤・記） 
 


