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NPO法人農都会議  食・農・環境グループ    

「農のあり方を考える」シリーズ・シンポジウム第 3回     

～日本農業の実相と未来を語る～     

・日時  2018年 10月 18日（木）18：00～20:10 （17：30 開場）  

・会場  港区神明いきいきプラザ  4 階集会室Ｂ  

【第１部  講演】      

「日本農業の実相と未来を語る」     

  講師：浅川芳裕氏     

『農業ビジネス』編集長、『ポテカル』編集長、  

山口大学農学部講師    

・政策、企業のアドバイザーや、農業分野では、『農業ビジネス』編集長、『ポテカル』（ジャガイ

モ専門誌）編集長。 

・「日本は世界 5 位の農業大国」(講談社+α新書)でデビューした。TPP や、最近はトランプ大統

領の当選予言本、また、小池都知事はカイロ大学の先輩だが、カイロ大学の本も上梓。 

・18 歳～２０代後半まで、海外にいた。 

・世界の農業を見てきて、世界の視点で日本農業を見て、政策提言をしてきた。 

1．世界と日本の農業のマクロな動向  

・日本の農業のモノカルチャー化（水田）が諸悪の根源である。 

・日本の農業は、量的にはホウレンソウ、ねぎは世界一の生産。農業全体の出荷金額ベースは、

世界で 5 位、6 位、7 位前後にある。 

・労働者に占める農林水産業従事者の比率は、日本は 3.45%、オーストラリア 2.8%、フランスは

2.8%、英国 1.23%、欧州は 3％以下。産業革命が早かった国は減っているが、日本はまだ３％

超にある。 

・２０代の農家は、全人口の１０００人に一人。江戸時代は 5 人に 4 人が農業に従事、4 人の農

家に一人のお客さんがいた、ということになる。 

・日本はまだ、農業革命が来ていない。 

・アジアでも経済発展に合わせて、農業人口が減っている。中国は、あっという間に 3 割に減っ

た。 

・世界の穀物は余って大変な状況。各国とも、補助金使って、穀物を食品需要以外に使うことで、

相場を維持しているのが現状。 

・栄養失調人口も減っており、今は、むしろ肥満が問題になっている。 

・先進国の農業生産は 10 年で 2 倍に増え、農家一人当たり 700 万円稼いでいる。 

・日本は 40 年で 5 倍と、増加が遅かったが、同様な現象が起きている。 
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 日本は、14 万の専業農家が農産物の７割超を生産している。 

・先進国は、GDP に占める農業比率は下がってきて、残った農家が技術や生産性を高め、大きな

付加価値を付けてきた。 

・日本では、農業問題と食料問題が分かれていない、 

・農業問題は食料過剰の中で、農家にどう所得配分するかの問題、食料問題は途上国で栄養失調

状態をどう救うかの問題。 

・日本は食料自給率が低い、という単語を創り出して、ごっちゃにしてしまっている。議論する

時には、農業問題、食料過剰のどちらか、を明確にしないといけない。日本は戦争中に人的要

因で飢えた体験があったために、ごっちゃになってきた。若い農業者の未来の議論には、これ

を分けないといけない。  

・一人当たりの GDP の高い国（生産性の高い国）では、農家の生産性も高い。     

・農業 GDP― 農家一人当たりの付加価値は、9 万ドル以上。日本の改革遅れの間に、イスラエ

ル、レバノンは、日本の生産性を抜いた。日本はイタリア、オーストラリアと同じくらい。 

・農業の生産性が 1 千万円以上（一人当たり）になれば、農業問題はなくなる。 

・インドネシア、中国は数千ドル（数十万円）程度。こういう国に、日本から（援助ではなく）民

間パートナーシップで出向いて、農業生産性を引き上げている。 

２．グローバル化   

・今後は、自由貿易でグローバル化が進む、トランプ大統領は完全な自由貿易論者で、交渉術と

して保護貿易を言っているだけ。トランプ大統領により、日本、EU の自由化度はもっと上がっ

ていく。 

・1980 年代に農地の高い西欧から、農地の安い東欧に農家が動いた、社会主義で生産性の低かっ

た東欧も、EU 参加できてから生産性が上がった。 

・NAFTA ができて、農業をやりたい人が、北米から南米に動いた。 

・2000 年代に入って、日本の農家がアジアに行っている。技術力のある、付加価値を付けること

のできる農家が、中国や新興国に移動して、農業の技術力や価値を上げている。 

・1989 年の段階で、国民消費の穀物への支出と野菜の支出とが逆転したが、これが、30 年経っ

て、今、中国、アジアで起こっている。 

・イチゴの生産額は、日本は世界一（2 位米国）、しかし、日本はニッチ戦略を取り過ぎ、イチゴ

は高すぎて食べられない（1 パック 800 円とか）。米国は世界のスーパーの棚を押さえ、日本を

逆転した。 

３．セレブ化   

・農家数が減り、農業をやっていることが、「かっこいい」、と大衆から注目されるセレブ化が都

会に近い地域で起きている（⇔ 農村地帯では、イメージはそんなに変わっていないが）。  

・価値観を農業に投影できる場所として、有機農業とか、植物工場追及とかの動きに。 
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・CNN のテッド・ターナーは米国最大の農家、Amazon のジェフ・ベゾスも農業投資している。

農家がセレブになり、セレブが農業に入ってきている。  

４．大量規格化 

・先進国は自国で苦手なものは外から買ってくる。農産物の輸入ランキング一位は米国。2 位ドイ

ツ、3 位英国、4 位に日本、5 番目はフランス。一人当たりもだいたいこの順位。 

・農業のグローバル化の一方で、消費者サイドでは国内農家を応援しよう、との動きが世界的に

起きている。  

・米国ではホールフーズ・マーケットが就職ランキング 3 位― 地域の食品スーパーなのだが、地

元の農産物に囲まれているのが、おしゃれだ、ここで働きたい、と。 

５．山口市の農産物流通  

・地元の山口市の直売所、朝市、70 ヶ所くらいあるが、全部を訪問した。 

スーパーが 90 くらいあるが、ここは、ほとんどが市外産の農産物、 

・山口市内の年間消費額は、コメが 2 万円弱、大豆製品で 2 万 6 千円、乳製品が 10 万円くらい、

野菜が 15 万円くらい、畜産関係（牛乳含む）が 30 万円くらい、   

・農業政策は 99％が米作、しかし、消費者のお金はコメには出ていない。 

野菜にはコメの 8 倍の消費金額。 

・山口市内では、今は、農家は直売所に出せば、市内の直売所に運ぶ循環のトラック便があり、

これで市内全体で販売される仕組みになっている。こういう再ローカル化の政策は、いくらで

もできる。 

６．農業問題 

・日本は野菜の消費額は世界で見て少ない。野菜の農家の出荷額は、3 兆円弱。 

・日本の穀物生産は、コメの買取り制度により、コメに特化してきて、コメだけ作れば食える、

という算盤になってしまった。コメ価格は、ここ何十年にわたって、人類市場で最高値になっ

ている。その結果、コメのモノカルチャー生産で、土の著しい劣化を招き、農地の生産性は、

中国に大きく負けており、世界でも 20 位以下になってしまっている。 

・コメの収量はふやさなくてよい、減反すればお金あげます、の政策でコメだけ守り、麦、大豆

は海外から入れた。コメの消費が減り、耕作放棄地が増大した。 

・先進国では、生産性が上がり、需要に見合って、どこも農地が余ってきているー 米国も、イタ

リアも．．．  

・農家が減って、高齢化して後継者がいない、農地が荒れてきている これが、農業問題。 

・しかし、これはボーナス・タイムに入ってきた、ということ。余剰農地がある、というのは、江

戸時代のずうっと開墾を続けてきた歴史から見ると、歴史始まって以来の事態が起きている。  

・コメの一品目生産のモノカルチャーで、農地が疲弊している。 
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・18 世紀、欧州では、牛、豚、鶏を飼育し、豊かな食生活を送った。こういう食の欧米化が始ま

った国で、元に戻った民族は世界には、どこにもない。 

・農地の生産性が最もよく、人間の体にもよい、モノからポリカルチャー化（複数種の栽培）だ

が、これに日本がやっとできる時代が来た、ということ。 

・作業時間を見ると、トウモロコシは米作の１/８でよい。農民は時間かけず、豊かな生活を望ん

でいる。 

・一家族のコメ消費は、1 年間で 18,975 円 ⇔ 牛乳、ヨーグルトには 27 万円も消費なのだから、

農家はこちらに注目しないといけない。ヨーグルトだけで、1 万円になっており、コメはそのう

ち追い抜かれる。  

・農水省では、コメの対策班に 1 万人もいるのに、ヨーグルト対策には一人もいない。食べる人

の進む道に、農家も進まなくてはいけない。 

・トウモロコシの消費量は、山口市内の調査で、コメの 2.5 倍ある― 家畜の飼料経由。日本人は

気付いていないが、日本人の主食は、今はトウモロコシ、ということになる。 

・日本人の主食はトウモロコシなのに、国内では作っていない。 

・山口市の人口は 20 万人、一方、家畜数は 100 万。日本では鶏は 10 億羽で人口比では一番多い、

次いで人間、そして豚、牛の順。アジアでもトウモロコシ作っている地域の方が、コメ作り地

域よりも多い。中国東北部は、トウモロコシ生産がコメを超えた。  

・タンパク質摂取量では、中国人は日本人を超えた。野菜も日本人を超えている。体格も中国人

はどんどん良くなっている、日本人はタンパク質少なく、背は伸びても体格は良くなっていな

い。中国は一気にトウモロコシになった。アジアでタイも同様。 

 

７．新しい農業 

・ターンキー方式（＊）で農業を請負う人が世界中で急増している。 

（＊）ターンキー方式の農業：農業では、種から農産物生産、そして廃棄物処理までのプロセ

スのバリューチェインは、関係者間でコミュニケーションを取ることで、つながっていた。

しかし、プレーヤーが多過ぎて、複雑だったし、作るのにも、技術が要る。これをパッケージ

化（一括請負）形式で受ける農業が世界で増えている。 

・ユダヤ人は、事業企画から販売先まで、プロセスをモニタリングしながら農業を一括で受ける

のが得意な分野で、農業を投資案件として受けている。 

・日本にはこういう一括請負農業の能力があるが、ターンキー方式という発想がないので、コン

サルしてこういう世界相手のターンキー方式農業を進めている。  

 

・農業 4.0― トラクターに GPS 搭載し、耕運時に土を読み取る（硬さとか）、上からドローンで

読み取り（5cm 単位で）、土の中の肥料を読み取って、撒いている。こういう世界は完全に実現

している。日本は遅れている。 
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・米国では GPS 搭載トラクターはすでに 83%普及している。 

・米国は広い農場で精密農業を行なっているが、日本は狭くて非精密な農業。 

 

８．スマート・テロワール   

・テロワールとは、その土地特有の多様な表情、特徴等を含めた風土であり、ワインはテロワー

ルを感じられる、と言われる。   

・風土（農地、農村、地域）で産出された加工品が表現する特徴的、典型的な味わい、単なる地元

産ということではなく、風土が感じられないといけない。 

・フランス、イタリアのテロワールを参考にしながら、もう少しスマートな方法を日本でできな

いか、これが日本のスマート・テロワール構想。 

・地域の農政、農水省は水田が主、これを畑作文化圏に移行しないといけない。今、生産、消費の

地域内循環の農業革命を起こさないといけない。 

・欧州では粉ひき、パン屋が地元にあるから、農家も食いっぱぐれない。山口市で小麦作っても、

粉ひく所がない。福岡に行って粉をひいて、山口に持って帰ることになる。  

・「スマート・テロワール : 農村消滅論からの大転換」(松尾雅彦 (著),浅川芳裕 構成 学芸出版

社）の著者の松尾氏（元カルビー社長）は、今年亡くなられた。  

・国土を三分割すると、4200 万人が 3 つできる― 都市部、中間地域、農村部。40 万人のテロワ

ールが 100 ヶ所。これは、江戸時代の藩に大体、重なる― 藩は、川、山で分かれており、テロ

ワールに同じ。 

・これらの各地域での地産地消を、もっとエネルギーの少ない、スマートな形に、フランス、イ

タリアのテロワールを日本でどう実現するか。 

・松尾氏は日本にポテトチップスを投入した人で、食、農業、村の 3 分野に精通している唯一の

日本人だった。  

・スナック菓子は美食中の美食、ジャンクフードではない。主婦を楽にした。   

・松尾氏はシリアル（フレークフード）を朝食文化に変えた― 日本の日々の朝食を畑作文化に本

当に変えた人。 

・カルビーは、ジャガイモを、JA を通さずに、農家と約束して直接購入している。  

  

・松尾氏は、欧州の農村は、なぜ、あんなにきれいで、衰退しないのか、を研究した。実は、60

年代、70 年代の欧州は衰退していた。これに、美しい村連合という小集団活動をした、と知り、

これを日本にも導入しよう、と松尾氏は考えた。 

・農村計画書― 30 年後はこんなに美しい農村にする、農業は 4 年輪作で、3 年後、５年後、・・・ 

30 年後の姿をバックキャスティングで描いて、スマート・テロワールの構想を作った。 

・日本では、軽井沢はこういう考え方で創られたー 米国人宣教師が、軽井沢憲章を創って。 

・私は、農村の価値観を真善美とした。自然の摂理、無理・無駄がない、地域住民の健康・豊か
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さ。美― 美しい味、香り、食感を満たした食事で、住民の美食革命を起こさないといけない。 

・人類は、地域の未利用資源を使って文明を起こしてきた。資源を使い尽くすと、滅びる。 

・日本の地域には、未利用資源がいっぱいある、これを使って農村の文明開化をしていこう。 

・気候、土壌、伝統、地形、地元の人間、農業技術，加工、味わいのプロセスがテロワールを創

る。 

・日本は、フランスのボジョレーのような地域の区割りができない。 

地質で分けないといけないのに、行政単位に分けられてしまうため、テロワール的な考え方が

根付かない。 

・庄内地方で実験的にやっている。 

・イタリアは昔からの文化・伝統的な考え方ではなく、新たな文明として、テロワール的な考え

方でよくしていこう、とこの考え方をどんどん入れている。 

・土壌×栽培方法×品種×・・ 

日本で最初にやったのが、畑からポテトチップの袋にまで― この袋には、この畑で採れたとい

う情報が記載されており、世界で初めての大衆商品への記載が行われている。ロマネコンチは

富裕層しか飲めないワインだが、ポテトチップは庶民の日常商品としてのテロワール商品であ

る。  

・ワインは一本検査だが、ポテトチップスは 1 枚検査しているー ジャガイモの株のバラツキ、成

熟度、土の解析まで全部やっている。 

・松尾さんには 10 年一緒にやってきて、いろいろ教えを受けた。 

・水田は乾かさないと畑作できない。牛・豚を放して、耕作と畜産の連携をする。 

・今、北海道しか輪作できていない。昔は水田にレンゲのというマメ科の植物植えていたが、今

は植えていない、投資していないから、今の農地は疲弊している。   

・農業システムのプラットフォームとして、ワンストップで問題解決の体制が必要だが、日本に

は、これがない― 農水省研究所、大学農学部、県の農業試験所、行政が連携できていない。米

国では、地元の大学に農家がお金を払って、教えを乞うている。 

・他の国は万年豊作なのに、日本だけが万年豊作ではない。北海道の農家は、米国の大学に教え

てもらって、収量が増え、万年豊作になっている。 

・日本にプラットフォーム作りが必要。山口のプロジェクトでは、大学の研究生に来てもらって、

論文書いてもらい、その考え方を大学の中に入れて、大学を変えていく試みを行っている。 

・スマート・テロワールの全体図には、堆肥センター、発電、燃料も入っている。 

 

【第２部 質疑応答・議論】 

１．質問票（席上回収）に、講師が答える形式  

（１）スマート・テロワールは難しく思いますが、農業は生産から販売まで、一連の活動を行

い、消費者とつながる、という考えが興味深く思いました。道の駅で集荷して、スーパーの流

通もまかなうという発想が面白いですが、実際に動いている現場を教えてください。 
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→ （浅川氏）山口市の「道の駅きららあじす」（http://www.c-able.ne.jp/~machikai/）  

・考え方を変えるのに、農家に 5 回も 6 回も集まってもらった。 

・実際にモノを動かして、スーパーの中に道の駅のショッピング・ショップができるイメージで、

農の生産から消費までがつながっている。 

・販売シェアの 8 割はスーパーだが、この中に、ふるさと・地元産が、農家からみて複雑でない

形で入っている。ここにスーパーは 3 億円扱う意向なので、3 千万円農家が 10 軒ということに

なる。マーケティングから逆算して、売れているものを作る、ということもやっている。 

（２）農家は「高い農業機械の借金で赤字みたい」という話はどうですか。 

→ （浅川氏）・いわゆる機械化貧乏― これは、水田の兼業農家が、仮に１ha とすると、田植

え機、トラクター、コンバインで、大体、最低でも７００万円投資している。 

・７年の減価償却で、１年で１００万円。売り上げは 1００万円に対して、減価償却が１００万

円なので、肥料・農薬代と自分の人件費がマイナスとなる。  

・機械の稼働率が低い― 田植え期は年間２日くらい、等。誰がやっても赤字。機械は強制されて

買っているわけではなく、自分の選択。  

・２０ha で家族所得が１千万円くらいになる。 

・兼業農家は、農業以外の収入がなくなって、機械投資の更新ができなくなると、人に貸す。こ

れで、赤字（借金漬け）農家が減って、生産性の高い農家に土地が移って黒字農家が増え、農

村社会としては、よくなっている。 

 

（３）スマート・テロワール的なイメージでお話を伺い、目からウロコでした。 

もう少し、構想を実現化する内容をお聞きできたらー 例；米国の大豆の収量増え続けている

のは、なぜですか、など。 

→ （浅川氏）   

・一つは、土地の輪作整備の疲れ― 大豆とトウモロコシを交互に作っていない。 

・農家は、農地の土壌の中の生態系（化学性、物理性、生物性）を複数の植物にとって永続的に、

目に見えない土壌環境で作り出すという技術、これが毎年向上している。土壌の団粒度、水持

ちがいいとか、大雨でも水がすぐ抜ける、栄養保持力・・・が毎年改善されることで、収量が

増えている。 

・もう一点は、品種改良。 

・そして、アグリカルチャー4.0 で言えは、均一性。畑ごとの均一性だったのが、数 cm ごとの

土壌状態が把握できるようになったことも大きい。 

・トウモロコシは土壌養分を吸い、大豆は窒素を固定する― これにより、トウモロコシと大豆

の輪作をする。しかし、日本では、この考え方が欠けている。 

・大豆単収― 米国は 500kg/10a ⇔ 日本は 150kg/10a。 

・米国大豆は、ペルーが来航した時に日本、中国から持ち帰った大豆を使ったもの― 当時、米国

では大豆を生産していなかった。当時の日本は、世界一の単収だった。 

http://www.c-able.ne.jp/~machikai/
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・フォードを作ったヘンリー・フォードが、ベジタリアン的で、自動車工場で、シートに大豆繊

維、工場の油は大豆油を使おうと、大豆を作らせた。ヘンリー・フォードの一世代で、一気に

日本の収量を超えた。 

 

（4.）水田は、日本の気候特性を活かした農地なのだから、畑に転換するのは、テロワール原則に

反する。 （＊）水田で飼料米を生産することで、耕畜連携による地産地消も進んでいる。→ 

山形県庄内で。 

→ （浅川氏） 

・お客さんがいれば、やればいい。今、日本のエサ米の 1 反（10a）あたり十数万円の交付金が付 

いている。コメとトウモロコシでは、光合成能力（太陽光エネルギー ⇒ 農作物（化学エネル

ギー）への変換効率）に大差があり、飼料にすると、畜産の価格はコメが飼料だと高くなる。

これを政府補助で賄っている。補助金なければ、餌代がコメはトウモロコシの 6 倍（200 円/kg 

⇔ 30 円/kg として）だから、消費者は高い肉を食べるのか、ということになる。   

・農業は、ただ（無料）の太陽エネルギーを使っている、これを、お金で補填するのでは、持続し

ない。 

・水田はお客さんが食べる分だけ、残しておけばよい。代々の農家でコメを作ってきたが、もう

やめよう、という農家が毎日毎日多数発生している現実があり、このままでは農村が滅びてし

まう。 

・欧州は農業（小麦 １万年前）によって、肉食文化から穀物食に変わったが、これより、日本は

遅い（弥生時代、 縄文時代にも米作という説もあるが） 

・水田の土地をテロワール的に考えた時には、水田の土地の品質面で、他の品種栽培も含めて土

壌をよくする考えなら、賛成だ。しかし、水田を守るためにコメをつくろう、という考えだと、

需要はなくなる。 

・需要に合わせて農業が変わっていかなければならない。 

特に、女性の舌に従うが、今では、朝昼晩とコメを食べる人は、マイノリティになった。 

・私は１３代続く農家なので、気持ちはわかるが、ほとんどの農家は愛着がなくなっている。愛

着のない年寄りだけでは、どうしようもない。若い人にも受け入れられる提案をしていかない

と、ますます疲弊してしまう。 

・肉とパンの食事は、香りがいいので、米食が負ける。ワインも香りがいいので、日本酒は負け

る。 

・和食が文化遺産になったと農業界は喜んだが、私の考えは、これは滅びることが認められて、

残さないといけないから文化遺産になった、ということ。 

・１０代の女性はほとんどコメを食べない。他の物を食べており、これが元に戻ることは、ほと

んどない。 

 

（５.）遺伝子組換え作物やゲノム編集作物は、どう位置付けますか。 
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→ （浅川氏） ・遺伝子組換え作物としての大豆、トウモロコシ、綿が世界を豊かにしたことは、

誰も否定できない。 

・これなしでの生活は不可能。日本のほとんどの食品には、遺伝子組換え作物が入っている。 

・遺伝子組換えは、農家を草との戦いから解放してくれた。 

・日本では、遺伝子組換えトウモロコシを入れるのは自由、これをエサにした牛、豚、鶏を食べ

ている。 

・しかし、遺伝子組換えトウモロコシを農家に作らせない。   

・農家は種の持っているポテンシャルを引き出すのが、仕事で、種のポテンシャルを引き出した

米国・カナダの農家が作ったトウモロコシが日本に入ってきているが、日本では作ってはいけ

ない、と農家の手足は縛られている。 

・知人が遺伝子組換え作物を作ったら、畑を襲いに来た。人類を豊かにする技術を否定すべきで

はない。反対派は、妨害（燃やすとか）や農家に作るな、と反対するだけ― 農家への代替案を

提示すべき。 

 

２．席上の質疑応答 

（１）超多収飼料米を栽培し、２年目の収穫が終わったところ。超多収飼料米の未来はどうか。 

→ （浅川氏）何級か。（⇒ 一等米） そのコメを売れればいい。今の補助金は、１反（10a）10

万円。１反（10a）当たり 1 トン取れたとして、100 円/kg の補助金。牛肉 1 kg 作るのに、コメ

が 10 kg 必要、牛肉 1 kg に 1,000 円の補助金を、納税者がコメ農家に払っている。貧しい人は

牛肉が食べられないのに、牛肉を食べられる人のために、税金が 1,000 円使われている。農業

政策として、よくない、分配政策として、コメ一辺倒はよくない政策。 

 

（２）事実と違っている。私は飼料米の普及をずうっとやっていた。超多収米の品種改良が進ん

でいる。耕畜連携で土作りに発酵肥料を投入すれば、さらに収量が増える。耕畜消連携― 全国

の生協が扱う、庄内でも減反水田で飼料米栽培している。講師の言い方は、極めて一面的だ。

水田はアジアモンスーン地域では、最も適した農地だ。日本の食料自給率が低いのは、戦後政

策の中で、米国産農産物を日本で多量に使わせるために転換されてきたものであり、そのあた

りをきちんと捉えないと、日本の農業は発展しない、と思う。 

→ （浅川氏）コメを否定しているのではない。米国が日本人に米国産農産物を食べさせようと

したか否か、日本がアジアモンスーン地域である、とかに関わらず、お客さんが選んだ結果が

現在であり、耕畜消連携をやっておられることに、一切、口は挟まない。ただ、それに飼料米

補助金が１反（10a）10 万円も入っていることは、どうなのか、と言っているだけで、補助金な

しでもやりますか、ということであり、できるのなら、やられればよい。 

→ 収量が多ければ、助成金が増える制度に変わった。 

→ （浅川氏）・承知している。変わってきていることは、ぜひ変えていただきたい。 

・アジアモンスーン気候でのあたかも一枚岩の農業として存在するかのように、文献にあるアジ
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アモンスーン気候という固定的な立地条件として、アジアの共同体が成立する条件だ、という

記述があるが、本当なのか。中国の農村にそういう農業が未来永劫、ずうっと残るのか、とい

うことを問うているだけ。 

→ アジアモンスーン気候に最も適した農業、いかに有効活用するかの一番賢い方法である。畑

に転換するのは、賢くない。 

→ （浅川氏）やれるのなら、やっていただければいい、しかし、困っている人はいませんか、

ということ。 

→ 水田の裏作には、麦や大豆もいっぱいある。 

 

（３）お話の中で感心したのは、大豆とトウモロコシの輪作、これは確かに理にかなっているこ

とで、私も知ってはいるつもりなのだが、田舎での奨励は、水田をやめての大豆作りで、大豆

一本のみ。本日の話のこういう輪作は、農水省はなぜしないのか、疑問に思った。 

→ （浅川氏）  

・トウモロコシは茎も含めたサイレージ（乳酸発酵させたもの）は ある程度作っているが、チ

ーズをとるトウモロコシは 7 年前はほぼゼロだった、チーズの家畜は米国から入ってきた。 

・このベースがあって、畜産が栄えた。戦前も畜産はあったが、戦後栄えた。 

・家畜のエサは米国産を使うのはベースだった。この輸入元が農水省だった。麦も大豆も、元は

農水省が日本最大の輸入商社だった。輸入権は農水省が持っていた。だから、栽培を促進しな

かった。そして、栽培の仕方すら知らなかった。 

・7 年前に、柳谷氏が、トウモロコシを緑肥で漉き込むのがよいと本で読み、作ってみたら、近所

の農家から、トウモロコシを作ったら、その実を買ってよい、となって、コンバインを調べた。

世界のコンバインはトウモロコシ用に作ってあった、それを後からコメ用に変えていたことが

判明。この農家の大豆とトウモロコシの事例が、私のいた会社の農業ビジネスプラン・コンテ

ストで大賞を取り、日本全国に広めるべく、雑誌に掲載した。それを農水省が知り、農水省で

これを現場に出向いて調べて 6 年になる。生産性ではコメよりもトウモロコシの生産性が圧倒

的に高いので、来年からはトウモロコシ補助金制度が実現するのではないか、と思う。数年後

には、コメとトウモロコシの補助金が同じくらいの予算規模になるのではないか。私は、飼料

穀物への補助金はコメ、トウモロコシともに、なくすべきだとは思っているが。 

 

                                        以上 


