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NPO法人日本有機農業研究会、NPO法人農都会議 共催シンポジウム   

農のあり方を考える                  

～世界の潮流「小規模・家族農業」と日本～      

・日時 2018 年 3 月 11 日(日) 14：00～16：20 （13:30 開場） 

・会場 國學院大學渋谷キャンパス２号館 ２１０２教室    

【第１部 講演】 

「 国連「家族農業の 10年」と農政パラダイムの転換  

～小規模・家族農業の可能性～ 」 

  講師：関根 佳恵 氏  愛知学院大学 経済学部 准教授 

・日本のメディアでは、あまり取り上げられていないが、2010 年頃を境に、世界では農業の目指

す方向が変わってきた。  

・昨年、任意団体の小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン（SFFNJ）を立ち上げ、呼びかけ人

代表に就いている。 

・4 月 1 日から、ローマの国連食糧農業機関（FAO）で研究する予定。 

・研究を始めたころは、多国籍アグリビジネスの研究をしていた。 

・バナナやパイナップルで知られる米国系企業の Dole が、日本全国で農業生産法人を展開してい

る。 

1．はじめに 

・政府は企業的な農業を推進しているが、本当に農業はその方向に進むべきだろうか。 

・昨年 12 月 20 日の国連総会で、2019 年～2028 年を「家族農業の 10 年」とする議案（日本政府

も共同提案）が、可決された。 

・2014 年は、「国際家族農業年」だった。これをさらに発展させる 10 年にする。 

・世界の 45 ヶ国で、家族農業全国委員会が組織化されており、65 ヶ国で国際家族農業年のキャ

ンペーン・サポーターが誕生している。 

・米国でも、家族農業は重要な問題だとして、取り組んでいる。 

・日本は、家族農業全国委員会もキャンペーン・サポーターも発足していなかった。 

このため、昨年 6 月に、小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン（SFFNJ）を立ち上げた。 

・近代的な大規模農業、企業的な農業は、先進的で効率的で、儲かるとされるが、本当だろうか。 

 実際は、環境汚染、水資源の問題、気候変動への対応、等の問題があり、補助金の政策変更の

影響も大きい。 

２．小規模・家族農業 

・日本では、小規模・家族農業には、重労働・休みなし、時代遅れ、効率が悪い、等のネガティブ
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なイメージを持っている人が多い。メディア、政治家、研究者もこういうイメージをもってい

るし、生産者自身もこういうイメージを刷り込まれている。 

・世界でも、10 年ほど前までは、こういうネガティブなイメージをもっていた。 

・国連の小規模・家族農業の定義― 農業労働力（時間）の過半を、家族労働力が占めている農林

漁業（狩猟・放牧を含む） 

・家族農業とは― 人的つながり（絆）を持つ社会集団による農業であり、企業的農業（資本的つ

ながりによって結合した社会集団）の対置概念   

・国・地域の多様性に合わせて定義の議論が必要。 

・小規模・家族農業は、時代の変化に伴って変化・進化している。ジェンダーに対応したような、

より民主的な小規模・家族農業が、世界・日本で日々発生してきている。 

・2007～08 年の世界食料危機、これにリーマンショックの世界経済危機が相まって、社会的混乱

を引き起こした。日本でも、2011 年の大震災で、社会の在り方を根源的に問い直すべき、持続

性を考え直すという機運が高まっていた。 

・しかし、日本は原発を再稼働し、TPP や経済成長優先の方向に変わって行った。 

・一方、世界では、今のままの延長では未来はない、という認識を共有し、これを転換点として、

国連の農業政策が大きく変わり、パラダイムシフトした。  

・小規模・家族農業の位置づけ― 持続可能な農業を実現しなければ、将来の食料も環境もない―

こういう視点に立つと、遅れている農業と思われていた小規模・家族農業が、実は、時代の最

先端、最も効率的だった、という認識。 

・小規模・家族農業の 1ha 未満の農地が、世界の農家数の 73％を占めている。2ha 未満では、85％

になる。世界で見ると、南北アメリカ、オセアニアの農業は、世界の一般的な構造ではない。

アジア・モンスーン地域では、小規模・家族農業が主流。 

・日本では、2ha 未満が 78％、農業経営体の 98％が家族経営体。 

・世界で見ても、兼業農家（多就業性）は多い。オランダでも 8 割が兼業農家。多就業性は、 

リスク分散にもなる。 

・小規模・家族農業は、生産単位であるとともに、消費単位でもある― 消費し、学費を出したり、

等の消費の単位でもあり、この二面性が、制約にも弾力性(レジリエンス)にもなる。 

・小規模・家族農業の半数以上は、女性が経営している。農業労働力の半数以上は女性であり、

女性の地位向上は、世界の共通課題。 

・小規模・家族農業は、地域コミュニティでの相互扶助や労働力の共同投資等での伝統的な団結

力を持つ。 

・農業政策の決定現場に農業者の声が届かない現状があるが、適切な組織と発言の場があれば、

農業者は農業政策に重要な発言をすることができる。 

・小規模・家族農業の役割― 世界の農家の 9 割を占め、食料の 8 割を生産している。食料安全保

障・食料主権は、小規模・家族農業抜きでは考えられない。また、世界では 8 億人以上が貧困

状態だが、この 8 割以上が都市ではなく、農村の貧困。農業生産現場での飢餓の発生は、現金
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収入が減ったり、農業資材の高騰で農業ができなくなったり、等で、飢餓状態、栄養不足に陥

っている。 

・食料生産の多面的機能として― 環境保全、生物多様性の保護、地域経済の活性化、そして、

重要だと言われているのが、農村部における雇用創出（これは、国連の持続可能政策 SDGs で

もたいへん重要だと言われている）、社会的不平等の是正、等の役割を果たせる。 

・小規模・家族農業は、大きな可能性を秘めながら、一方で、儲からない、子供を育てられない、

再生産で次世代に引き継げない、という現実がある。 

・小規模・家族農業の直面する大きな危機、課題― 関税撤廃により国際価格競争にさらされ、農

産物・食料価格の乱高下が起き、経営難に陥ったり離農することになり、それが、農村の高齢

化、過疎化を招いている。さらに、気候変動や災害が追い打ちをかけている。 

・企業や国家による大規模な土地収奪（日本のアフリカ援助での開発でも起きており、日本政府

への批判が起きている）、多国籍企業による種子の囲い込み 

・小規模・家族農業が持続できなくなることでの社会全体への影響― 食料安全保障の脆弱化、環

境保全機能の劣化、地方経済やコミュニティの衰退、さらに社会全体の不安定化を招く。 

３．国際家族農業年から家族農業の 10 年へ 

・2007 年の食料危機により、７、8 億人に減っていた世界の飢餓人口が、10 億人にまで増えてし

まい、今までの農業開発モデルでは、飢餓の克服はできない、貧困もなくならないだろう、と

いう認識が共有された。国連として、加盟国に小規模・家族農業の役割に関する積極的な啓発

活動を行ない、各国で小規模・家族農業の役割と可能性を再評価し、支援の要請を行なった。 

・国連の持続可能政策 SDGs（2016~2030 年）でも、小規模・家族農業の役割が明確に打ち出さ

れている。 

・EU でも、2013 年の農相非公式会議で「家族農業は EU 農業モデルの基礎」と確認された。 

・米国、仏、スペイン等でも家族農業の組織的活動が活発化した。 

・2017 年 12 月には、国連加盟国の全会一致で、「家族農業の 10 年」の設置が決定した。 

・国連決議で求められていること（小規模・家族農業を支援するために、何をすべきか）―  

① 家族農業に関する知のプラットフォームの構築： 小規模・家族農業のデータが、きわめて

少ない。集計データも公開データも少なく、研究者の研究にもデータ不足の状態。データに

基づくより適切な支援の実現には、データ収集と分析により知のプラットフォームを構築

することが必要。 

② 家族農業（特に女性、若者）の支援につながる科学、持続可能な農業技術の研究、イノベー

ション 

③ 公正な貿易システム： TPP は本当に公正なシステムになっているのか、問い直しが必要。 

・「家族農業の 10 年」では、政府、その他のステークホルダー（国際組織、農民組織、地域組織、

市民団体、民間団体、学者、等）に積極的な支援を要請している。 

・アグロエコロジー： 環境にやさしい農業という意味だけではなく、社会運動の側面を持って
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いる。種子、食料主権、ジェンダーそして先住民族のような周辺の問題等。 

・2010 年に国連で、O.D.シュッタ―氏が、世界の飢餓、食料危機、気候変動に対するオルタナテ

ィブとして、今こそ、アグロエコロジーの推進に舵を切るべきだ、と報告した。 

これを受け、ブラジルが政策に取り込み、ラテンアメリカ、アジア、アフリカ、さらには米英

仏でも推進の動きになっている。 

・「小農民の権利宣言」： 自然資源と開発への権利、食料と食料主権への権利、土地とその他の自

然資源への権利、種子への権利等を含む「小農民と農村で働く人々の権利宣言」として国連人

権員会で審議されている。（日本は棄権や反対の立場）。  

４．今、日本で起きていること 

・世界では新たな動きがあるが、日本では、新自由主義政策を続けている。 

・市場の自由化を進めており、地方創生、農村所得倍増計画で、明るい未来を築こうと、 

言っている。 

・農業の構造改革として、「岩盤規制」の改革― 農地法、種子法廃止、特区、・・・ 

  これらの世界の流れと逆行する改革を一所懸命やっている。小規模・家族農業を支援する基

盤を壊す改革を進めている。 

・家族農業はだめだ、高齢化も進み未来がない、企業に参入してもらうしかない、そして、 

多国籍企業に活躍してもらおう、という政策を進めている。 

 

5．私たちにできること 

・世界から見て、日本の農業、食への取組みの評価は、実は、すごく高い―  

自然農法、有機農業の産消提携、里山保全、「もったいない精神」など、先人たちの積み上げ

てきたものが、まさに、今、世界で必要とされている。 

・政府として、小規模・家族農業とアグロエコロジーの支援の制度化・予算化をし、全国委員 

会を設立すること。 

・生産者（組織）は、国内の運動と、世界の運動との連携・交流・実践 

・消費者として、食べることを通じて、持続可能な食と農のあり方に「一票を投じる」 

 

◇ 小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン（SFFNJ）の賛同人になっていただきたい。 

https://www.sffnj.net/   

 

◇ ドキュメンタリー映画 「未来を耕す人びと  

https://www.sffnj.net/study-guide 

・フランスの学生グループの制作  FAO、ユネスコも協賛 

・著作権上は、入場無料であれば誰が上映会開いてもよい。（時間；５６分、日本語字幕） 

https://www.sffnj.net/
https://www.sffnj.net/study-guide
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・世界の家族農業の多様性と現実、可能性、課題を紹介 

インド、フランス、カメルーン、エクアドル、カナダを取り上げている。 

 

【第２部 質疑応答・議論】 

コーディネータ： 久保田 裕子 氏  國學院大學 経済学部 教授 

・日本では、第二次世界大戦後の農地解放により「自作農」（多くは小規模・家族農業）を基盤と

した戦後農業が始まったが、1950 年代から始まる高度経済成長政策下で 1961 年に農業基本法

が制定され、「農業の近代化」が推進された。 化学肥料・農薬の大量使用、専作・単作化、規模

拡大、施設化、機械化などによる「経済合理性」が追求され、農山漁村の開発が進んだ。1999

年の食料農業農村基本法（61 年法の改正）でもこうした規模拡大・施設化・機械化などの政策

の方向性は変わらず推進されている。 

・高度経済成長時代には、重化学工業、都市建設に向け、多くの農家が離農し都市へと移り住ん

だ。農山漁村はさびれ、農業従事者も耕地面積も減少の一途を辿っている。農家の高齢化も進

み、一部で若者たちの移住や村おこしが見られるものの、今や農山漁村は崩壊の危機に瀕して

いると言っても過言ではない。 

・高度経済成長時代には、工場からの排出による公害、農薬による農民の健康被害、環境汚染、

残留農薬による食の安全問題をはじめ、食品産業や流通の発達に伴う食の安全問題も社会問題

になった。そのような中で、農政批判と食の安全・安心問題状況への批判として農家・消費者

が連携して取り組んだ日常的な実践活動が日本の「有機農業運動」だった。 

・1971 年、日本有機農業研究会が医師、農学者、協同組合関係者などで結成され（創立者・一楽

照雄 当時、協同組合経営研究所理事長）、「近代化農業」が始まる前の伝統的農業に一旦立ち

戻って出直し、あるべき本来の農業の道を追求する有機農業運動が歩みだした。 

・日本有機農業研究会には、有機農家と消費者双方が集まってきて、農産物を商品化しないで農

家から消費者にじかに「顔のみえる関係」をつくり「食べ物」として手渡していく「生産者と

消費者の提携」（産消提携）（方法は、産直・共同購入方式）が各地で形成された。その理念と方

法は、「提携 10 原則」（「提携１０か条」）（1978 年）にとりまとめられている。産消提携の「本

質」は、商品の売り買いではなく、相互扶助の協同の精神による「人と人の友好的な関係」に

ある（第 1 原則）というものだ。 

・「自立・互助」は、創立者一楽が好んで使った言葉である。農家が自立したうえで、お互いに助

け合う。日本有機農業研究会の有機農業運動とは、まさに、自立した小規模・家族農業の複合

的な有機農業農家と都市の食べ物を必要とする消費者たちが共に手を携えて、食べ物を自給す

るためにつくり・運び・食べる日常の活動の実践なのである。消費者にとっては、継続的にそ

うした自立した小規模・家族農業を支える活動と言ってもよい。 

   

 



6 

 

森信潤子氏、家族農業の産消提携農家、大平農園を紹介 

（長編ドキュメンタリー映画『４０1 年目の大平農園の四季』（制作バク）の紹介ビデオ放映も） 

・東京都世田谷区の大平農園は、「わかば会」と提携する産消提携運動の元祖の一つ。農薬中毒

で父親を亡くした大平博四さん（故人）は、1968 年に有機農業に切り替え、周辺の消費者た

ちに農産物を配って歩いた。 

・消費者たちが継続的に野菜がほしいと集まって「わかば会」を結成した。 

・現在は消費者数は減り、週に 2 回、70 軒に旬の野菜セットを配達している。農園まで受け取

りにくる人もいる。 

・大平農園は 400 年以上続いた農家であるが、今のところ後継者は見いだせないままである。

農作業は関係者と数人のボランティアで担われている。 

・ケヤキの大木に囲まれた四季折々の美しさを見せる農園に都会だからこそ多数の消費者やボ

ランティアが訪れるが、こうした小規模・家族農業の農園をどのように未来に残していける

のか、全国の農村の縮図ともいえよう。 

 

 

 

【質疑応答・議論】   

１．質問票（席上回収）に、講師が答える形式  

（１）小規模・家族農業の「農業」に水産業・林業・狩猟も含むのか。「農業」という用語が、ど

うしても「耕作」しか、イメージできない。 

①「農林水産業」「農林漁業」以外に、もう少し短い、新しい用語は考えられないのか。 

② 国連での活動は、林業・水産業はどうなのか。 

→ （関根氏）小規模・家族経営は林業・水産業にもある。用語は今後、考えてみたい。 

（２）小規模・家族農業には、有機・自然農、アグロエコロジーなどの概念は含まれているのか。 

農薬、化学肥料、GM（遺伝子組換え）作物の利用も可能ということなのか。 

→ （関根氏）定義では、有機農業でないと家族農業ではない、とは言っていない。日本と違い、

世界では、農薬・化学肥料を買いたくても買えない人が圧倒的に多い。 

（３）小規模・家族農業でも経済性は重要になると思うが、企業的農業とは、どのような差別化

が図れるのか。  

→ （関根氏）家族労働力が過半以上の定義であり、法人格の有無ではない。経営規模、経営目

標は自ずと想定できる、と思う。 

（４）アグロ・コングロマリット企業は、アグロエコロジーのような取組みへ関与しているのか。

（真逆の存在にも思えるが、政治的・経済的なパワーは、とても大きく、無視できないと思う） 

→ （関根氏）企業も、巧みに経営戦略に取り入れようとしている。 
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（５）アグロエコロジーは、日本語に訳せないのか。 

→ （関根氏）農業生態学、農業生態系とか、生態系に配慮した農業と訳すこともできるが、社

会運動的な側面もあるので、あえて、アグロエコロジーという使われ方をしている。 

（６）これだけ家族農業が大事という認識で、アグロエコロジーへ転換している一方で、日本の

政策で押されている（対途上国）機械化、IT 化は、どのような影響があるのか。→もっと取り

残される人が増えないか。 

→ （関根氏）今、スマート農業というキーワードが盛んに用いられているが、今の段階では、

補助金なしでは採算が取れない。それを、小規模・家族農業の人たちが使えるか、使って成り

立つか、コメは赤字の状態で、使用料を払える状態には全くないと思う。 

人が少なくなっているので、ドローンで種まきすればいい、ということになると、もっと人が

いなくなることになる、ということに早く気付くべきと思う。 

（７）途上国の多くが、「教育」システムで導入されてきた。教育・考えはどちらかというと、ホ

ワイトカラー的なことを押し付けており、農業などに若い人が入るきっかけなどをなくしてい

ないか。 

→ （関根氏）言われるとおりだと思う。アフリカの映画シーンで、小学校教師が「勉強しない

と、お父さんのように農家にしかなれないよ」というのがある。日本でも残念ながら、まだ、

そういう風潮が強い。 

（８）小規模農家の高齢化、後継者がいないことに対する解決策はあるか。 

→ （関根氏）小規模・家族農業を政策の中心に位置づけていく中で、この問題を解決していき

たいと思う。 

（９）日本では、有機農業の割合が少ないが、EU、米国など多くなっているところは、 

なぜ増えているのか。  

→ （久保田氏）やはり、政策の問題と思う。EU は、持続可能な方向に向け、すでに政策転換

している。米国でも、「消費者の需要があるから」と言われるが、じつは米国では有機農業政策

と同時に小規模農家を保護する政策も運動も強い。大企業と結びついたグローバリゼーション

の中で、小中規模の家族農家が潰されていくのに対抗するには、小さくて強い「提携」やＣＳ

Ａ（コミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャー）型の有機農業に関心が高まっている。

有機農業は、一方で大規模化している。大企業の参入も目立ち、両極化している。例えば、コ

カ・コーラ社は、既存の小規模な有機飲料メーカーを傘下に収めているが、従来の名前で販売

しているのでわかりづらいが。スーパーでふつうに有機食品が並んでいるのも、大規模な有機

農場や輸入有機食品が背景にある。有機農業の理念には「適正な労働報酬」があるが、雇用単

純労働で大規模化しているのであると問題だ。 

（１０）家族農業の弱点は、手間がかかること。これに対して、化学肥料や農薬の使用が進めら

れている。しかし、消費者の要求は、有機・無農薬と、ギャップは大きい。となると、流通の仕

組みを作り直さないと家族農業の成立は難しいのでは。流通業界に対するアプローチは、され

ているのか。 
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→ （関根氏）「提携」、CSA というような、消費者と生産者が協働することで、流通を大きく変

えることになる。その他の流通システムの卸売りや大手スーパーも大きく変えていかないとい

けない。フランスでは、加工含めて、どこがどれだけのマージンを取っているのかを、公正取

引委員会が調査して発表している。 

（１１）世界の農業の流れである「小規模・家族農業」は、日本の課題の ① 農業従事者の高齢

化問題 ② 所得が低い問題に、日本の国内農業で持続可能性があるのか。大量の耕作放棄地が

できるのではないか。 

→ （関根氏）このまま行けば、持続可能性はないし、大量の耕作放棄地が出る。まさに、それ

を変えるために政策を変えようという声を、みんなであげるよう、呼びかけをしたいと思う。 

（１２）「小農民権利宣言」に反対、棄権している国は、なぜ、賛成することができないと思われ

るか。米国に追従しているだけか。 

→ （関根氏）この宣言に中に入っている食料主権は、日本の国内法では権利の位置付けがない、

このため、賛成も反対もできない、それゆえに棄権する、と言っている。 

しかし、「家族農業の 10 年」宣言の中には、食料主権が出てくる。これに、日本政府は共同提

案国として提案しており、矛盾している。 

（１３）環境、文化、伝統を守るという切り口は、どうしても動きとして弱い部分がある。さら

に、アグロエコロジーが、社会運動的な要素が含まれるとなると、「左」の運動という先入観で、

一般的には敬遠されがち。現実的に、国の政策として、大規模 → 小規模にシフトさせていく

には、どうしたらよい、と思われるか。市民運動的にコツコツする以外に動きは見られるか。 

→ （関根氏）家族農業全国委員会が、世界 45 か国でできている。日本でも作りたいと思って

いる。市民団体、消費者団体、生産者組織が声を上げ、それに国が、少なくともオブザーバと

してテーブルについて議論する、そういう場所を設けることが必要。 

（１４）ヨーロッパ、米国などは、有機（ビオ）は経済的にも大きなマーケットであると認識さ

れており、大企業が参入していると思われるが、日本においては、どうか。経産省にも前向き

な動きは見られるか。 

→ （久保田氏）有機農業運動の農民・市民活動から発し、200６年、国・都道府県など公共団体に

総合的な有機農業推進施策を義務づける「有機農業推進法」ができた。それから 11 年、政策的

に進められるようになったとはいえ、有機農業のシェアは少ない。１％に満たず、推進施策で

１％超を目標値にしている現状である。政策的にも、また、社会的な動向としても、有機農業

を拡大しようとなると、大規模スーパーなどでの流通や省力化した大規模農地における有機農

業ということが目立ってきている。だが、有機農業こそ、小規模・家族農業にふさわしい。経

営的にも有利である。農民・市民が進める有機農業運動では、この点をふまえた活動の拡大に

力を入れると共に、政策としても、この点をふまえた方向付けをしていくべきと考えている。 

（１５）小規模・家族農業は、持続可能な農業に有効だとする理由は何か。 

→ （関根氏）日本でも、世界でも、小規模・家族農業が農薬をたくさん使っているところは、

たくさんある。小規模・家族農業が、イコール持続可能農業、有機農業というわけではない。 
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ただ、持続可能農業は家族労働力を持っており、かつ柔軟な使い方ができる、賃金で雇われた

労働力に比して労働の質がよい、自分で采配を振るって、家族や周辺の地域の方のために、健

康に良い、安全なものを作るという現場が成立しやすい。 

（１６）2007、2008 年の食料危機はなぜ起こったのか。 

→ （関根氏）いろいろ重なったー ① 自然災害、特に山火事 ②食料がバイオエネルギー生産

に供給された ③ 食料不足が世界に伝わると、輸出制限が起きたり、投機的な先買いも起きた。 

（１７）小規模・家族農業へのシフト（現存体制の強化）によって、日本の農業を、例えば、農業

生産という観点で、どう変えよう（変えるべき）というデザインを考えているか。 

→ （関根氏）日本の農業は危機に直面している、と言われている。小規模・家族農業中心にシ

フトすることで、高齢化、耕作放棄地、食料自給率の低下、食の安全の問題を克服できると思

う。国土保全機能が回復すれば、災害も緩和される。 

（１８）雇用創出のテーマとも関係するが、小規模・家族農業の、特に中山間地域における「協

業」について、どう考えているか。 

→ （関根氏）農家の高齢化や減少により、集落営農のような新しい形の農業ができてきている。

協業のやり方が、特に中山間地域では鍵になる。 

（１９）日本の農業が、なぜ、国際競争力がないのか、私見― 大規模では競争力がない、ユニー

クな農業にはある。 

→ （関根氏）日本の農業だけが競争力がないわけではなく、米国の大規模農でも補助金を大量

に付けないと、国際価格での競争ができない状況にある。農業構造が違うので、そもそも国際

競争力を持とうとするのではなく（国際競争力があるから日本に農業が残ってよい、ではなく）、

食料主権の考え方で、日本の農業が必要である。 

（２０）何故、日本が家族農業全国委員会サポーター組織に参加しないのか。 

→ （関根氏）SFFNJ がサポーター組織になっている。今後、活動を広げていきたい。  

 

２．席上の質疑応答  

（１）お米をきちんと食べることが、日本の農業には重要だと思う。 

ヨーロッパは、食料安全保障の観点から、自分たちの食べ物は、自分たちで作る意識がある。

日本人は、そういうことを考えずに、パンがいい、スパゲッティがいい、となっている。「より

良いものをより安く」となって、海外の物を食べることで、それが豊かさだと勘違いしている。

国の農業を守る、食べ物を守る、それには、きちんとお米を食べることである。 

→ （久保田氏）たしかに、「お米をきちんと食べること」が、日本の農業を守ることにつながっ

ている。稲作は日本の基幹作物として、家族農業でつくってきた。ただ、私の世代あたりから

は、学校給食でパンを毎日食べさせられたこともあり、食生活が変化している。稲作も集約さ

れて大規模経営が目立ってきた。そうした中で、小規模・家族農業を守っていくにはどうした

らよいか。有機農業運動では、田んぼに米・麦・大豆を輪作していくことが提案されている。

農業の後継者不足も言われるが、有機農家では、若い感覚をもった孫や有機農業をやりたい新
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規就農者の家族が農業の後継になっている例もある。楽しくやりがいのある農業モデルを示し

ていくことが鍵だと思う。 

（２）日本のモノづくりの地方の工場（家電や自動車部品の工場など）に勤めての兼業農家とし

て、バブルがはじけるまでは、日本は豊かだった。農業で 200 万円、工場の季節工で 200 万円、

合わせて 4~500 万円あった。 

しかし、モノづくりでは、日本でのモノづくりが、人件費が高くてできなくなった。農村の

若い人は、兼業ができなくなり、みんな、東京や大阪に出て行っている。経済をきちんと理解

した上で、今後どうするか。魅力があれば、農業に人は来る。  

→ （久保田氏）遊休農地を市民が活用し、自給する農業をやっているところもある。食農教

育や体験作業など、いろいろなところで農業に触れる機会をふやし、農と食のつながりがわか

るようにしていくことも必要。小規模・家族農業を守り継続していくために、政策として何が

必要か、これからも考えていきたい。   

                                         以上 

                                                                                             


