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武藤 かねてから農業用水を中心にしてお話を承りたいと思ったんで す

が，たまたま本日の朝日新聞に 「緑の値が18兆円」と大きく出ました。これ

は日本の森林と農地との緑，それがどうし、う効果を発揮しているかとい うこ

とを，いわば緑の公益効果の試算が18兆円であるとしづ農林約の昨日の発表

であります。それから，いまから10日ほど前に，これも朝日新聞の連載で，

並木先生もお入りになりました農業の座談会がございまして，それにも「農

業の生活環境に対する効果」とし、うお話がありました。たまたまそういう時

期にお話をうかがうことになったのですが，私のほうといたしましては，か

ねがね農業用水というものの本質を考えなければいけないのじゃないか，た

だ，農産物をつくるための水だという考えに問題があるのではないか，とい

うことが一つ。

もう一つは，水文学的な問題になりますけれども，農業は水をたくさん使

うとL、し、ます。事実，農林省、でお出しになりました数字を見ましても，昭和

40年で 500万tく自らいの数字を出していらっしゃ るんですけれども，それら

は，おそらく減水深で計っていらっ しゃると思うんです。果たして農業でそ

れだけの水を消費しているのか，むろん消貸してはいないのでありまして，

単に浸透しているだけだろうと考えるんです。その浸透作用が水収支，国土
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保全に微妙な働きをしていると思 うんです。

農業用水自体として，至急に検討しなければならない以上二つの大きな問

題がある所に，日本農業そのものの性格が大きく変わっていくという大問題

に遭遇していると忠うのであります。農業用水は当然、農業の変遷に従属して

いかねばならぬという新しい大問題が加わったわけで、あると考えます。特に

問題はしぼりませんが，こちらから大まかな問題を提出いたしますので，並

木先生のほうはそれを中心にして平素お考えのことをお話いただければあり

がたいと思っております。

まず最初に，たいへん大きい問題ですが，今後の日本農業はどういうふう

になってまいるんでしょう。そのへーんから一つ…・・。

向島 補足して申し上げますと，いま七理事長からお話があったように，

一つは今後の米作，水田というものの位置づけについてお話を…ー とし北、ま

すのは，ご承知のように基本法で選択的拡大とかいろいろ標携しております

が，いろいろの事情で一部のものを除きあまり進まなかったとい うこともあ

るわけです。

それから最近の 3,4年間に，米の過剰による生産調整が始まった。そのこ

ろは，農林省、は技術的にも非常に確信があるんだということをいっていまし

たが，最近，またこの機構をいろいろ見ますと ，必ずしも楽観を許さないと

いう論調も出ております。また農林省、は最近，今後米ばかりではなくていろ

いろ作物の団地構成，農業団地の育成ということを赤城農相以来，農業団地

の育成対策，生産を中心にする生産団地とか，あるいは流通を中心とした広

域営農団地ということをいろいろ施策と して出してきております。そういう

なかにおいて今後日本の米作の位置づけをどう考えたらし、し、のかという点が

一一イコ。

2番目は，いろいろ最近，「緑の空間」とかが叫ばれていますが，従来，

日本農業の水利用は水田，畑地濯瓶，旧畑輪換と変わってきております。一

方，原委員会等の緑の空間の研究や，今日の朝日新聞に出ているような問題

から見ますと，日本の水旧という ものが， 水利用の面から見ると若干，貯水

池というような役割を持っているのではないか，ほかの発電や工業用水，上

水道はこれを使用 し，そして河川に放流されるというような水利用とは多少

違うのではないかという気がするのです。すなわち，日本の水田， 操業水利
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というものは，山や）, ，から水を圃場に流すとほとんどが地下にも ぐる。地下

水の泊養は山の森林の保水機能もまた同じだと思います。そ うい う点で，地

下水の増強面，そういういわゆるポンドとし、いますか，貯水池，ダムとい う

役割も相当持っているのではないでしょうか，ただ従来の水田の濯瓶のため

の水利用の他に機能なり，効用というものを新しく研究しなければならない

というふうに考えている ものですから，そのことについて，必ずしもそうい

う問題に直接でなくて，全般的立場から広い意味でお話願えれば幸いと考え

ております。

並木 いまの問題を私は二つに分けて考えたほうがL、L、と思うんです。

一つは，日本の農業，あるいは特に米作とか水田というものの持っている

役割の問題。

もう一つは，どのような方法，手段でその役割を維持していくか，という

こつの問題です。

一番初めの役割の問題については，特に米作，水田ということで考えてみ

ますと，第 1~.こは食糧供給と L、う役割がある。従来はそれを中心に考えてき

ていたと思うんですけれども，そのほかに，いま岡島さんからもお話があり

ましたように．貯水池としての役割，同時に、洪水防止ということと非常に密

接に結びついていると思うんですが，そのほかに水を浄化するという機能が

ある。さらに， 300万ヘクタ ールのところに水をためているということは気

象をやわらげるという点にもある役割を果たしているに違いない。

それから，水田でなくなった場合， 利用の しかたにもよりますけれども，

やはり景観を維持しているという点で、も非常に大きな役割を果たして い る

と。それで，これらの役割をどう考えるかということについて，日本の水田

はあくまで食糧供給が主役であって，その他の役割は，副次的なものだとい

う考え方と，そうじゃなく て，第 1の食糧供給の役割と合わせて同じような

重さで考えていし、としづ考え方と二つあると思うんです。私は個人的にはむ

しろ後者の考え方のほうがこれからの日本では大事になってくる と考えてい

るわけです。

その理由は，日本経済が非常に大きくなって，そのことによって単に食糧

供給を安定的に確保するという ことだけであれば，日本の水田で食糧を供給

させる，あるいは日本の農地で食糧を供給させるとい うことのほかにさまざ
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まな方法があり得るようになってきたと思うんです。たとえば，外国から輸

入するという方法もありますし，貯蔵をふやしていく方法，それからいった

ん緩急に備えて土地の生産力を維持しておいて，食糧が不足になりそうにな

ったときに，そこに作づけをして生産力に転嫁するというやり方もあります

し さらに海外からの食糧を供給させるというやり方についても，それを分

散して，一国の豊凶による影響を防ぐとか，あるいは開発輸入をするとかし、

ろいろな方法があり得るわけです。そのような意味で，いまの食糧の安定供

給ということだけ，ないしはそれを主役と考えている限りにおいて，私は日

本の米作あるいは，水田の機能というのは低下してきたというふうに考える

のが自然だと思うんです。

しかし 2番目からあとで申しました機能は，日本の国土の中になければ

そういう役割は果たし得ないわけです。たとえば，アメリカからカリフォル

ニア米が日本に非常に安い値段で輸入されてくる。それが食糧の安定供給と

いう点から見れば非常なメリ ットを持っているわけですけれども，しかしカ

リフォルニア米は日本の国土の保全ということについては何ら役割を果たし

ておらないわけです。

そういうことで日本の米，また日本の水田は．食糧の安定供給プラス国土

の保全という機能を果たしており，そしてその機能が国民の所得水準の上昇

が緑の環境をいろいろな意味で求めてきたということと結びついて，非常に

重要になり，今後ますます重要になるだろう。大体，そ ういうふうに今の問

題は考えているわけです。

2番目の問題は，そういう機能を維持してし、く方法の問題です。いまの機

能は食糧供給に合わせて広い：昔、味での国土の保全という形での機能をどうい

う形で，あるいはどういう考え方で維持していくかという問題だと思うんで

す。その問題について私は， 1960年代10年間における日本農業の発展，その

実績をどう評価していくかということと無関係ではないと思う。 1960年代の

日本の農業が実現した実績というのを土地利用と結びつけて考えてみます

と，第 1番に施設型の農業と土地利用型の農業を区別して考えなければいけ

ない時代になったという点があると思う。

この施設利用型の農業とし、し、ますのは，かなり文学的な表現ですけれど

も，農地を比較的使わないで，あるいはほとんど使わないで、農業生産ができ
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るというタイプのもので，従来の農業を土地利用型の農業と考える。こうい

う常識的な区分でし、し、と思うんですが，その施設型の農業をもう少し具体的

にし、し、ますと，中小家畜，鶏卵，ブロイラ ー，豚肉，それを生産しているも

の，これはほとんど 100%施設型農業に現状ではなっていると考えていい。

つまり外国から餌を輸入してそれを家畜に食わせて畜産物に加工するとい う

形になっているわけで、すから，大体そういうふうに考えていい。

さらに酪農については，都市近郊の陥農が大体この範暗に入れていい。こ

れがおそらく酪農についていえば3分の l程度のウェイトを持っている。

さらに町’菜については，金額で申しますと施設型の野菜が大体2分の 1を

占めていると思います。そのほか温室栽培という型でやられているものを含

めますと，1970年現在4兆5,000億円くらいの農業生産額がありますけれど

も，その中の大体25%が施設型農業で占められるようになったと思うわけで

す。この比率は1960年においては10%程度であったと思います。つまり10年

間に日本の農業生産の中で占める施設型の農業が10~ぎから25%にふえた。そ

しておそらく 10年後の1980年を想定すれば， 50%程度にいくであろうという

ふうに考えられるような状態が生まれたわけです。

その施設型農業の発展のメリッ トを考えてみますと，一つは，先ほどちょ

っとお話がありましたけれども，選択的な鉱大とし、う課題に対して，一応こ

たえるよ うな生産をあげてきたという点があると思います。

2番目 の評価は，比較的安く，かつ安定した値段で食糧を供給してきたと

いうメリ ットがあったよ うに思います。一番典型的なのは鶏の卵，あるいは

ブロイラーですけれども，これらは過去15年にわたって消費者価格がほとん

ど上がらないで済んできているわけですし国際的に考えても一番安い食糧

を供給しているとい う状態になっているわけです。そ ういう意味で私は，施

設型農業のメリットと考えてし、L、と思うんです。

3番目には， 自立経営と考えられる農家が，農業生産の中で占めるシェア

をふやしていこうということが農業基本法の目標としてあったわけで、すけれ

ども，こと施設型農業については，この目擦が比較的達成されつつある。ご

く少数の農家が大規模経営という形になってきていて，自立経営の農業生産

の中で占めるシ ェアというものが非常に大きくなってきたという状態がある

と思うんです。これらは私は，施設型農業という形で日本の農業が過去10ヵ
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年実現したメリットだと思うんです。と同時に，次に申します三つの問題を

提示してきたと思う。

その一つは，耕地利用率が非常に低下してきたという点です。それは1960

年， 134% ぐらいだったが， これは農作物の延べ面積を耕地面積で除して耕

地利用率と呼んで川、ますけれども，これが 134%, 1965年になりま すと 124-

%, 1970年代には109%というふうに下がってきまして， 1971年には104%に

低下してきたわけで、す。したがって1980年には80%台まで耕地利用率が下が

るかもしれないという状態が起きてきた。これが第 1点です。

第 2点は，食糧の自給度が低下してきたという点です。それは少なくとも

私は三つに分けて考えなければいけないと思っています。 一つは農業白書で

示しておりますような食糧の自給度で，これは鶏の卵のようなものも圏内で

生産されていれば自給されていると計算する考え方で，これによりますと

1960年が85%, 1970年に76%とい うふう にざっと10ポイント下がっている状

態です。比較的下がってないというふうに思います。

しかし， 2番目の食糧自給度はかなり低下したと思う。それはオリジナル

・カロリーベースによる食糧自給度です。これはいろいろな考え方がありま

すが，便宜的にこの場合は畜産物についてだけ餌で考えるというふうに考え

てみるわけです。 1970年度における日本人1人当たりの摂取カロリーは2,475

カロリー，これは農林省の出しております食糧需給表によりますと，そうい

うことになっているのですが，そのうち畜産物から消費したカロリ ーが222

カロリ ーという状態です。これを餌に直しますと，おそらく 1,500カロ リー

くらいになると思うんですが，そういう計算をいたしますと， 1人消費して

おりますオリ ジナル ・カロリーは4,000カロリ ーに近い。それを 1億の人聞

が， 1年間食べますと 150兆カロ リーの消費になる。それに対して園内でど

れだけ供給をしていたかを計ー算してみますと，おそらく 60兆カロリ ー程度で

あって，自給度は40%程度，多く見ても 5割にいくことはないと思います。

そして，この食糧の自給度は1960年には67%程度ありましたから，それが10

年間に40ないし50%に下がるわけですから，この低下は非常に大きいと思い

ます。私たちが常識的にまた生活の実感から感じているのは，大体において

この 2番目の食糧自給度だと思います。

それから 3番目の食糧の需給度は，たとえば米についていし、ますと， 米は
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100% 圏内で生産しておりますが， その生産手段を含めた場合に一体どうか

ということなんですが，米をつくるためには農薬，肥料，農機具，燃料全使

わなければいけないけれども，その原料になりますと，輸入依存度が高い。

燃料はほとんど100%。機械の原料である鉄鉱石についても，ほとんど100%

近い依存になっている。

そういう点を考えてみますと，私は3番目の食糧自給度を考えますと，も

っと低いと思います。きちっと計算したわけで、はありませんが，その低下も

この聞における農業機械の普及を考えてみますと， やはり非常に大きなもの

だったと思うわけです。これが2番目の問題です。

それから 3番目の問題は，特に畜産について出ております公害問題の発生

です。さらに米，野菜，くだものについても農薬を使うということから生ず

る，有害性という問題が，やはり公害問題として発生してきたといっていい

と思うわけです。

この 3問題が，デメリットと考えてし、L、問題として発生してきたと思う。

一方，土地利用型の農業については，特にその中の代表的な米作について

どうかということを考えてみますと，農業基本法では，自立経営は特に農地

利用型の農業に即して成立させ，育成し，農業生産の中における自立経営の

シェアを拡大してし、く。そして日本の農業をこれら自立経営でになわせると

いうこ とを目標にしていたと思うんですけれども，これはきわめて不十分に

しか達成できなかったというのが，現実だと思います。自立経営になるため

に必要な所得の下限が， 1960年には5人世帯として農家 1戸当り48万円だっ

たわけですが，それが65年には， 83万円にふえ，さらに 1970年には 150万円

というふうに10年間でほぼ3倍，年率の複利計算で12%ずつ伸びてきた。そ

のために米作で自立経営になるために必要な水田面積というのが， 1962年に

は2.2ha, 1965年になりますと 2.4ha, 1970年には 3.5 haとい うふうに上が

ってきたわけで－す。ただ，この上がり方は先ほどの農業所得の上がったのに

比べれば低いわけですけれども，これは1967年ころまでは年率 1割に近い米

価の値上がりが実現していたということのためにそれが可能で‘あったんで，

それができなくなってから，自立経営になるために必要な水田面積の下限が

急速に上昇してきた。こういう状態になっているわけです。
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そういうことを考えてみますと， 今後はきわめて急速に米作だけで自立経

営になるための面積的な下限が上がっていくだろうと考えられるわけです。

それに対して，それだけ経営面積を広げていくための条件はきびしいという

ことが考えられるわけです。その点で，特に今後問題になるのは，農地価格

の上昇に対する農地の期待が農地を手放さない， または人に貸さないという

気分を現にっくりつつあり，今後ますますそれを広範囲にっく り出していく

と考えられることだと思う。

おそらく『日本列島改造論』によって展開される政策は，いまの点を加速

化するだろうと思われるわけです。そういうことを考えてみますと，米作に

ついては，農業基本法の考えたことがうまくし、かなかった。それじゃ，何ら

新しい動きがなかったのかということを調べてみますと，実は必ずしもそう

ではありません。たとえば，愛知県，岡山県，あるいは一部は神奈川県にも

ありますが，都市化がL、ち早く進んだところで，しかも一定の水田面積のま

とまりのあるような地域について申しますと，作業請負がきわめて大規模に

進められるという動きが発生したように思うわけです。

たとえば愛知県の例でし、L、ますと，稲沢市というところのKとい う農家

は，兄弟2人で有限会社をつくりまして，忙しいときには20人くらいのオペ

レータ ーを主として西三河地借，一部は岐阜県，石川県， 富山県，新潟県，

山形県といったところからも集めて賃料｜関係だけで‘延べ面積が 1,500ha，そ

れから白脱型コンパインによる刈り取りが 200ha，農薬の防除が 2,500ha, 

その他畑作に対する請負いでありますとか，あるいは学校のグラウンドの盤

地などさまざまなこ とをや りながら事実上の所得規模の拡大を実現してきて

いるという例があります。そして同時に，その地域全体としての農業の水田

の生産性を高めてきたという実績があるわけです。

私は，この動きについて決して楽観しているわけて、はないのですけれど

も所有権ないしは賃借権を移動するという形での規模拡大に比べれば，は

るかに将来性に富んでいると思います。それはなぜかとし、L、ますと， 所－有1雀

とか耕作権に触れないで

で、，いまの規模拡大というものを進めてきているからです。

しかし，この動きの持っている問題とし、し、ますか， デメリットがあるわけ

です。それは何かとし、L、ますと，この仕事は主として労働生産性を高めると
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いう点では非常に大きな業績を上げてきているわけですけれども， しかし土

地生産性を高めるという点，土地の基盤整備を進めていくという点になりま

すと，それをやっては不利になりますから，そちらのほうはお留守になると

いうデメリ ットを持っている。

そういうことで，施設型の農業と土地利用型の農業について進んできた新

しい動きというのは，労働生産性を高めるという点，または農業生産の中で

の自立経営のシェアを高めるという点では，ある見通しを持った動きをして

いるわけです。その姿は農業基本法が考えたような形ではなかったわけなん

ですけれども ， しかし事実上， l~I 立経営と目される ものの農業生産の中での

シェアはふやしてきているわけですが，土地生産性とか土地基盤の整備，あ

るいは国土の保全という観点からいえば，かなり問題を残してきたという展

開になっているように思うわけです。そこで，これに対する対処の しかたに

ついて，私は二つの考え方があると思います。

その一つは，この1960年代における 日本農業の展開のしかたそのものが間

違っていた。 もっと日本の農業を土地利用型の農業に軌道修正しなければな

らないという考え方です。

もう一つの考え方は，いいとか悪いとかとい うことは別にいたしまして，

現在の日本の資本主義体制の中においては， 1960年代に日本の農業が展開し

た方向は不可避で‘あった。したがって，その方向は認めながら，そこで生じ

たデメリッ トは別の方法において修正していく，とし、う考え方です。私は後

者のほうが現実的であり，可能性があると考えているわけです。

たとえば，施設型農業の展開に即して問題になってまいりました土地利用

率の低下とい う問題についても，具体的に一つの例であげてみますと，米の

生産調整における単純休耕奨励金。 これが昭和48年まで出て， 49年で打ち切

られるということになっているんですけれども，私はこの単純休耕奨励金は

もともと休耕地管理料という形にして，多少単価は上げても水田の生産力を

最低限維持するための作業は義務づけるという出し方をすべきだったと思っ

てお りますし，おそらく 49年以降，そう いう形で継続することが一つの考え

方だと思っているわけです。また．施設型農業が展開した結果，耕地の利用

率が低下して くるわけですが， その点についてはむしろ公共の負担で維持す

るという考え方をそこへ導入していく というのが私の発想法で， 個別経営の
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立場から見れば外部不経済と考えてし、L、ものは企業の外に，なるべく押し出

してしまって，利益のあるものを取り入れていこ うというのは自然のやり方

でありますから，そのやり方を農業だけやってはならないわけはありません

から，他産業で認められている程度のことは農業においても認め，それによ

って生じてきた農地 ・耕地利用率の低下については公共の負担でするという

考え方をとるのが白然だと思っているわけです。

さらに食糧の自給度の低下ということにつきましても，さまざまな対処の

しかたがあるわけですが，その一部は先ほど申しましたけれども，そのーっ

としては，さっきも申しましたことですが，常時，そこで農業生産をやらな

くても，農地としての機能は維持してし、く。農地を保全していくということ

さえ保障されれば，潜在的な食糧の自給度は高い。あるいは必要な水準は維

持されているということになるわけで，そういう考え方は，イギリスの場合

にはかなりはっきりととられているように思います。これはナッフィ ールド

財団というところで『イギリスの農業政浪の原理』という本をまとめました

ときに，非常にはっきりとそういう点を打ち出しているわけです。しかし，

そういうことを実現するためには，農家の負担でやらせることはできないわ

けですしこれはやはり公の負担で考えるという考え方が素直だと思うわけ

です。

それから三つ自に問題になりました公害問題の発生ということについて

は，本来は食糧生産のコストに入れてし、L、ものがそれを外にはき出すとい う

形でやられてきているわけですから，ちょうど工場が悪い煙を出す。悪い廃

棄物を下水に捨てる。そういう形で国土を汚しながら利潤を上げてきたとい

うやり方を農業もある意味ではまねしてきたわけですけれども，しかしそう

いうことが許されないということは当然、のことですから，そういうことに対

する手当ては，やはりやらなき ゃし、かんのだというふうに思います。このや

り方については，作物ごとにいろいろ違うと思うんですけれども，廃棄物を

人間の下水を処理するというや り方でやる方法と，耕地に尿尿を還元してい

くというやり方と二つあると思うんですが，おそらく現実には両方をかみ合

わせてやっていくのが一番現実的で，またそれで、ある程度可能ではなかろう

かという判断を持っています。もしそれが非常に高くついて，とてもそうい

うことではコス トが高くて価格を上げざるを得ないという問題が発生してく



52 

れば，これは極端な姿になった場合には，畜産物については製品輸入をせざ

るを得ないというところに問題が展開するだろうという ふうに思っているわ

けで、す。

施設型農業の展開から起きてきたテ‘メリッ卜についての私なりの処理のし

かた，対処のしかたをいまいったわけで、すが，同じことは土地利用型の農

業，特に米作についてもやはり当てはまるという ふう に思います。つまり労

働生産性を高めるとい う形で，作業請負の大規模化という形で進められてき

ている動きはそのまま認めて，そ してそういう動きではできない土地生産力

の確保ですとか，国土保全の機能については，先ほど申しましたような休耕

地管理料という思想を入れて，公共の負担で、やっていくというやり方が， こ

の場合でもし、いのではなかろうかと思っているわけです。

従来の農業に対する考え方は，土地利用型の農業をなるべく自己完結的な

形で，しかも大規模化し能率をあげ，国際競争力を持てるというふうに持

っていこう。そういうことを通じて国土保全としづ機能が，合わせて達成さ

れるという形を考えていたと思うんです。つまり， もっと端的にいえば，国

際競争力を持つような農業を日本でつくる，特に米作を改めてし、く。それに

成功すれば結果的に国土保全としづ機能は実現できる。こういう考え方だっ

たと理解してし、し、と思うんですけれども，そういう考え方がどうも非現実的

ではなかろうか。食糧供給機能と国土保全機能の二つあるわけですけれど

も，その二つの機能を分担する主体というものを分けて考える。そういう考

え方を導入するのがこれから先，必要になってきたので、はないか。これが私

の2番目の農業の新しい機能をどのように分担していくかということに対す

る仮説的な判断なんです。

向島 いまの最後の点ですが， 日本農業の，特に米作ですが，自己完結型

というものが最近， 農政調査委員会のほうでも，いわゆるそういうことは形

骸化する。なくなるんだとしづ理論と，そ うではないんだという理論がある

わけですが，私はかなり前に農地改革当時，未墾地問題を取扱ったときに，

日本の農業，特に開拓の場合，組織とL、し、ますか，そういうことで土地生産

力なり，労働生産力を高める方向でいくという考え方を持ったんで、すが，そ

の後，開拓はああし、う状態でうまくし、かなくてしま った。昭和40年ζろ東北

に勤務していたんで、すが，東北の米を考えた場合に，大体，あそこでもちろ
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ん一部の大型農家，宮城県の但野農場みたし、な，大きな農場がありま したけ

れど、一般に東北でも規模が5町歩ぐらいまでいきますと，それから伸びな

いんですね。

結局，それはいまの機機なり生産手段のせいぜい中型以内。ですから 5町

歩まできますとそれから伸びないんですね。ですからあのころ私，謀の諸君

に 「適正な利潤を入れたらどのくらいの規模になるのだろうか」ということ

を検討してもらったことがあります。いまの 5町歩じゃ利潤なんというもん

じゃなくて，単なる労働報酬にすぎないのではなし、かと思ったからです。そ

のとき計算したら，確かに正当な利潤という ことになりますと， 9'10町歩

ぐらいになったと思うんです。ところがどう も5町歩以上になると，いまの

生産手段ではうまくいかないという感じがしました。その後京都にきてもそ

ういう感じが濃厚だったんですが，そういう意味で今後の経営としては，や

はり向己完結型の農業というものは，今後の施策によ って，あるいは誘導に

よってテンポの違いはあるとしても……もちろん一部中小家畜とか，野菜等

の施設型のは別といたしまして，土地利用型のものはやは り順調に発生しな

いんではないか，いまおっしゃったように都市近郊地帯におけるお話のよう

な請負耕作によるものは別にして，一般には自己完結型の農業というものは

形骸化するのではなし、かという感じをちょっと私持っているんですけれども

並木 いまの点で‘多少補足的に甲 しますと，作業請負が米作について今後

進むだろうと考える技術的な理由。これは一つは作業ごとの機械の能率が違

うということです。田植え機械と耕伝と刈り取り，脱穀，調盤，みんな能率

が違うわけです。したがって，それ全部をひっくるめて自己完結型にやろう

としますと，一番足の弱L、ところで号｜つばられて，もっとし、し、能率を持って

いる部門は遊んでしまうということになるわけです。具体的にいえば，おそ

らく旧植えとか，刈り取りというところに制約されて，志If$云関係ではもっと

大規模にやれる力があるものが遊んでしまうということになるわけです。

そうい う意味で、購入した農機具の償却をで、きるだけ有利にする。そして経

営的に考えて有利にしよ うとするには，ものによっては自分の経営の中から

はみ出て，機械の効率が最高度に発揮する ようなしくみを考えていくという

ふうにしたほうがし、いと思うわけです。
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それから，2番目の理由というのは，田植えな り，刈り取り，水の見回 り

とか，さまざまなそのほか管理に属する部分があるわけですけれども，そう

いう点については，やはり動員できる労働力をできるだけ使ったほうが い

い。その点について，ぼくはこういった点に注目しなければならんと思った

んですが，たとえば農業就業人口は，最近非常な勢いで減るようになってき

ているわけです。しかし，農業従事者，多少とも農業に従事した人の動きに

ついていえば，これはあまり減っていないわけです。農業従事者の中で農業

にしか従事しなかった，二つ以上の仕事に従事した場合には，農業のほうが

主である。これを農業就業人口と呼んでいるわけです。いまし、L、ましたよう

な農業就業人口は非常な勢いで、減ってきたんですけれども，農業従事者はさ

ほどは減っておらない。そのために，たとえば1970年の世界の農業センサス

によって，農業従事者を 100として，農業就業人口が幾らになっているのか

といえば， 3分の 2という状態に聞いてきたわけで、す。これは男女合わせて

の聞きで，男だけでいえば50である。北陸といったような米どころについて

し刈、ますと，農業従事者を 100として，農業就業人口は 3分の lしかおらな

いという状態になってきていて，ほんとうに操業に従事する人たちは激減し

てきているのですけれども，ほかの仕事の片手間に手伝うという農業従事者

は，依然、として農業で過剰人口をかかえていたといわれる時期に近い数字を

維持しているわけです。そういう労働力をやはり使うべきだと思うわけで

す。現にあるわけですから，そこを排除してまで機械化はなかなか進まなし、

というのも，これまた自然なことだと思うんです。

そういうふうに考えてみますと，先ほど出ました農業の団地化の問題で、す

ね，営農団地構想、についても，具体的には専業と兼業農家の組合わせ，それ

をどうしていくかという問題になるんですが，いまの労働力の問題に置きか

えてみますと，本格的な農業をやっていく人と，ほかの仕事をやっていなが

ら片手間に農業をやっていく人の組合わせをどうやったらし巾、のか，こうい

う問題だと思うんです。そういう人たちを使うとし、う形で，さ っきの作業請

負が進んでいる。つまり機械でやれるところはどんどん機械でやって，現在

ある労働力で補いのつくところは彼らでやらせていくとし、う形で，全体の資

源の有効利用をやっていくという形が進んでいると思うわけです。

そう いう点もあって，私は作業請負は労働生産性を上げていく，つまり労
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働力の有効利用という点では，それは進めていっていい。ただし問題は，土

地生産性という点で，これがあまり高まるようなことをやっても作業請負や

っている人にとっては何にもプラスになりません，預けている地主のほうの

プラスにはなりましても，自分のほうのプラスになりませんから，そちらの

ほうに力を入れないのは当然なんで，しかしそれをやらせようとすれば地

代が自分のものになるようにしなきゃし、かんので，借地にしても小作料を固

定するか，あるいは自分が農地の所有権をつかんでしまえるというふうにし

なければいけないわけです。ところがそれをやらせようとすると，土地の値

上がりを考えて相手が承知しないわけです。そういうむずかしい状態の中で

考えようとすれば，私はいまの機能の分担ということを考えていくのがし、い

のではなL、かと考えているわけです。

そして，農業団地の問題はいまの機能分担の応用編だというふうに思って

いるわけです。

武藤 お伺いしたいんですが，観点が変わりますけれども，最初にお話の

出ました農業というものは，食糧の生産と国土の保全の二つの機能を持って

いる。こういうことを承ったんで、すが，国土保全は林業の場合は非常に高く

評価されてきました。木材生産を経済効果，国土保全を公益効果として並立

させて参りました。それが近来一方に於ては自然保護の風潮，他方に於ては

輸入木材の増加とし、う事態もあって，経済効果の方はさまざまの拘束が強ま

ってきた。 一方，公益効果の方は国富の増大とともに高く評価されるように

なってきた。従来の災害防止，水源j函養効果に加えて保健休養，公害防止，

観光効果が重要視されるようになってきた。そこで林野行政の重点は経済効

果から公益効果にうつらなければならない。この際，農業の場合にも，いろ

いろむずかしい問題があると思いますけれども，農業というものは食糧を生

産すると同時に，国土保全，環境保全を生産しているわけなんですから，そ

ういう国土保全の効果をもっと主張して理解を求め，これを農業行政の一つ

の柱にしていくべきではないで、しょうか。

農業の国土保全効果は農業者だけに帰属するものではなく，流域全体と

か，非常に大きな範囲の人たちが享受するものです。その効果を計算すれ

ば，農業というものが，いまいわれるように非常に生産性が低いとか，そう

いう問題ではなくなるのではないか。この際，はっきり計算し直しまして，
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農業の採算性ということを再検討して今後の農業政策の基礎に取り入れてい

くわけにはいかないのでしょうかね。

並木 いまの点は端緒的には米の生産調整の中に出ていると思うわけで

す。つまり米の生産調整をやっていくのに，米はやめてください，そのかわ

りほかのものをつく ったら， 一反歩あたり，単純休耕奨励金プラス5,000円，

ないし 1万円をプラスして，それだけ補助をいたしましょう。こういう政策

で進んでいるわけです。この一番基礎にある単純休耕奨励金は， ご案内のよ

うに 1kg 68円出しているわけです。米を 1kgやめてもらったら68門出しま

しょう。 それを 1反歩当たりの450kg前後の収量にかけて 3万円くらいの単

純休耕奨励金が出るということになっているわけです。しかしこれは，失業

手当という出し方になっているんです。失業手当ですから，何年間出したら

やめますよ，その聞にいろいろと考えてください，ということになるわけで

す。私はこれは思想からいったら当然だと思うんです。また失業手当という

ふうに考えたら，ちょっと農民は優遇されすぎていると思うわけです。それ

は，アメリカのド司ル防衛政策による不況で，超過勤務がなくなったり，総合

／ 短縮を しなければいけなくなった工場の労働者に対して，失業手当が出たか

といえば， 完全失業しなければ出ないわけです。 農家の場合は一割減反の失

業手当で，まるまる 3年も出るというのは， 失業手当の出方からいって不幸

平だとし、う批判が，消費者やほかから出ても当然です。しかし，それは失業

手当ではなくて国土保全料であったと考えてみれば，その金額が果た して妥

当であったかどうかという問題は残りますけれども，そういうものを出すと

いうことについては，国民経済的に考えて，何らおかしいことではなく当然

のことだったというふうに思うんです。それが当然だと考えることは，ヲ｜し、

ては米価の水準を考えるときにも当然、入ってよろしい。ほかの土地利用型の

農業をやっている場合も， 農業についても当然その考え方は入れてし、L、と私

自身思います。ただ，国土の保全機能と食糧の安定供給というものを両方合

わせてどういうシステムとし、いますか，やり方が一番効率がし、し、かという問

題がそこに残って， 今後各方面の専門家が集まって，いまはやりのインタ ー・

ディスプリナリィな研究を進めてだんだん結論を出していかなければならな

い問題だと思うんですけれども，ごく常識的にいえば，農家にさっき申しま

したよ うな農業従事者という形で，かつての農村に労働力がたくさんあった
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といわれる時期にほぼ等しいくらいの，それが多少減った程度の労働力がま

だあるわけですから，それらの労働力を使って，農業生産をやらせると同時

に，国土保全機能もあわせてやらせるというのが，おそらくコスト的に考え

て一番安上がりだろう。いま申しました農村の労働力は， 50代， 60代の人た

ちが非常に多いわけですから，その人たちから農作業という役割りをとって

しま ったら，どこかほかに利用しなきゃいかんわけですけれど，と って もそ

れだけの雇用の機会はない。ですから農業でなければそれは吸収できない労

働力なんですから，その労働の有効利用，土地の利用，食糧供給の 3本立で

考えれば，現在のシステムがおそらく一番有効なんだろう。しかしこういう

状態が無限に続くかといえば，いまの農村のお年寄りがあの世にいって しま

われるころには，ち ょっ とそういうや り方はやれなくなります。農村のお年

寄りたちがたくさんいるときを前提にして考えた，国土保全のシステム，国

土保全を雇用効果と食糧供給機能とセットに してやったほうが一番安上がり

だといういまの考え方が，お年寄りが全部いなくなってしまって，若い人た

ちが全部ほかのぼうで仕事をしているとし、う状態になりましたら，も っとほ

かのやり方がいいのかもしれない。しかしそれは，早くとも20年先の話で，

それまでにゆっくり考えればし、L、ことで，いまのところはご指摘がありま し

たように，食糧生産に対しては，雇用効果なり， 国土保全機能効果というも

のを考えて，そしてむだ金のように見えるものも，実はそう ではないという

点を認識していくべきだというふうに思うんです。

ただ，その点を考J色：し、たしましても，というのは，いまの反当り 4万円近

くの，あるいは3万 5,000円ぐらいの奨励金が出ましでも，水田のあとに食

糧をつく ってくれるかとし、し、ますと， 50%しかつくらない。それはなぜつく

らないのかといえば，遊んでいても 3万円近くもらえるという点もありま

す。単純休耕でもそれだけもらえるのだから，何かつくることによるプラス

は反当り 5,000円ないし 1万円です。だから反当り何日手聞がかかるだろう

かというふうに考えていきまして，そこで生産されるものが幾らになるかと

いうふうに計算しますと， 1日とて も1,000円にはならないという現実があ

るので，私はなかなかっくらないんだというふうに思うんです。その点は日

本の農業は何といっても零細で，外国から安いものが入ってくる。端的にい

いますとトウモロコシあたりというのは， 1kg日本の港について20円程度で
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入ってくるわけです。ところが，日本の米は 1kg農家に 150円払っている

わけです。それで古米の管理料を除いても 1kg当り 20円の管理費を払って

170円の元手をかけているわけです。だからもしトウモ ロコシを日本でつく

って，農家が米程度に所得があるというふうに労働報酬のほうをしようとす

れば，おそらく 1kg 170円という状態にしなければいかんだろうと思う。外

国から入れれば20円で入る，圏内でつくれば150円から170円つく。さて，そ

れだけの聞きがあるものについて，食糧供給と国土の保全機能をセ ットでや

らせていいかとなると，これはその作物はやめても保全機能だけを独立して

でもやらせたほうがよさそ うだという問題が起きてくるわけです。

つまり，食糧供給という形でのマイナスのかぶり方が大きすぎるという問

題はぼくはそこで起こるんだと思うんです。そのへんをある程度整理しなが

ら臼本農業で，食糧供給に対してどのくらい国土保全機能とい うことで負担

していってもし、いのかとい う点を明らかにしながらやってし、く。効率の問題

を入れませんと，日本の農業がどれだけ非効率的であってもし、L、とし、う話に

なり，これまたやっぱりナシ ョナル ・コンセンサスが得られないとい うこと

なのではなし、かと思います。

武藤 そこで， 緑の値， 18兆円ということが， 一応計算されたわけです

が，そうなりますと，いまの農業はお年寄りに仕事を与えるなどとい う問題

ではなく，これは林業の場合も同様なんですけれど，もし農業をやる方がな

くなれば，国土保全，緑の造成を国自らがやらなければいけないことになり

ます。これはたいへんなことで，そこには古来安定した農村があって，自分

では気づかないで国土保全機能を造り出していたわけです。ですから農業経

営の費用の全額を農民に負担させるのはし、かがなものか，国の財政から出す

とか，そこに受益者負担の考え方を取り入れるべきだと常々考えているので

すが，いまの先生のお話はたいへん有益でした。

もう一つだけ伺いますが，先ほど畜産の廃棄物のお話がございましたで、す

ね。あれを耕地に還元するという，これは非常にむずかしい問題があると思

うんですけれども，畜産だけでなく，都会も農村もそうし、 う廃棄物をどんど

ん捨ててしまうということで，ますます公害問題が悪いほうに展開していま

す。 生態学の考え方からいきますと，元来，ああいう畜産の廃棄物なんとい

うのは，昔は貴重な有機肥料ですからね。これを化学肥料だけに頼っていき
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ますと，将来日本の耕地の生産力は，たいへん衰えていくのですから，多少

お金がかかっても還元しなければいけないのではないか。それはいかがでし

ょうか。

並木 いまの問題も，さっきの国土保全と基本的には同じように考えてい

いのかもしれないと思います。日本の現状から考えて，外国から輸入してお

ります穀物が，日本の園内で生産される穀物をはるかに上回っているわけで

す。たとえば麦とト ウモロコシ，コ ウリャン，なたね，大豆とこれだけをも

し目方でいし、ますと，1970年度で 1,900万 tくらい，日本の米はいま大体，

1, 100万 tぐらいとれていて，あとイモとか何か入れればある程度とれます

けれども， イモを除いていいますと，輸入したもののほうがはるかに大きい

わけです。大部分は家畜に食べさせているわけですけれども，それを国土に

還元するとしますと，日本の国土でとれたものを，日本の国土に還元するの

ではなくて，外国でとれたものまで全部還元しますと，これは一体入るのか

なという問題もあるわけです。しかしそれは極端に考えたことの話で，一番

現在問題になっていますのは， 鶏のふんはむしろ臭いが問題だ。この臭いに

ついては，私はよ く知らないんで、すけれど，硫化鉄をまぜるとほとんど臭い

はしなくなるということを，養鶏団地の人たちはいっております。そういう

形で一体どのくらい養鶏問題については処理できるか，それから，都市近郊

の知多半島の一番専業酪農家の多い地帯なんかで見まして，問題はやはり豚

なんですけれど， 豚については鳥取の西伯というところで，県の畜産試験場

がありますが，あそこで大体， 2haの土地に親豚 60頭から生まれる子豚を

年間 1,200頭ぐらい考えまして，それが育つ聞に出す糞尿を固形物と液体と

に分化し、たしまして，液体のほうは水に薄めて 2haの農地に還元しまして，

牧草を生産して，それを豚に食わせるという形で大体循環している。

しかしそれで完全に循環するかどうかわかりませんけれど，かりにそう

だとしますと現在の日本の豚，いまの600万頭が，かりUこ1,200万頭になりま

しでも，おそらく 4万haぐらいの面積があれば，処理できるという計算にな

るんです。

どうも，それくらいの面積はあるのかもしれないという気があるんです。

5万haとか10万haぐらいのものは……さっき私は，一部は土地に還元し

一部は消却とか分離等々という形で処理していくとし、L、ましたのは，いまの
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ようなやり方がどのくらいやれるかという点も頭の中にあったわけです。し

かし，そういうことを含めて，いま堆肥を全部農地から外に出している面は，

やっぱりこれは一つ問題と思います。特に，いま北陸，東北にいきますと，

稲わらを焼却することによるスモッグ公害が新閣紙上をにぎわしているわけ

です。あれをどうして焼くのか……堆肥にしなくても，稲わらのまま小さく

きざんでまけば，完全に溶解し，腐敗してし、し、肥料になる。土地に対する理

化学的性質をよくする効果があるわけですから，どう してそれをやらないの

かと聞いてみると，ゃっぽ りわらの中にヒエの種がずいぶん入り込んでい

て，それをあの中に入れてしま うとヒエが生えてきて，ヒエを抜く労働がた

いへんなんで，土地の収量の落ちるということを覚悟しでも， やっぱりプラ

スマイ ナスそっちのほうが得だといっている。ですから，そこ まで問題がは

っきり しておりますと，ヒエを抜くという点について も別途に補助をすると

か何とかしませんと， おそらくわらは還元しないと思います。

ですから，いまの問題は水田の生淀力が落ちていく という問題がおそらく

一番現実的には大きい。 わらを還元するというシステムを伺らかの形で入れ

る。 米価の値上げを考えるときに，わらを入れる代金として使うとか，そう

いうふうに農政の持っていきかたというものを米価は食糧の需給調整機能を

持たせてきめていく，しかし土地生産力の増という点については， )Jlj途考え

る。 そう いう 意味で， 使いわけを政策的にやったらどうかとい う気がし、たし

ます。米価で所得補償をやらせるというのは，一番やり方としてはへただと

思うんです。農家の所得を補償するのはやはり基本的に兼業機械をふやすと

か， あるいはお老寄りに対 しては年金制度を充実するとか，そちらでやっ

て，米価はあくまで食糧需給機能を果たさせていって，そしてそれが土地生

産力の維持というものを，いまの経営でやりにくかったら，その部分はある

プラスをやるから稲わらを還元するように持っていけという政旋をと る。そ

のへんのところをみんなごっちゃにして，米frlliで食糧需給機能と所得補償機

能と，国土保全機能を全部持たせようとするからどんぶり勘定になってしま

っておか しいことになる。あれは分けるべきだと思うんです。

武藤 ありがとうございました。

(Hf147. 10. 26.於， i災林省農業総合研究所）
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