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=はじめに=
グループホーム ホ。ランの家を運営する有限会社

「Etよ官室」は富津賢治の窟IJった農民相談所「義

信ぜよ官室」と内村鑑三の「地人論」から名目|ナてい

ますが¥内村鑑三はその「地人論」で幕末の思想家、

吉田組障の言葉を引用しています。

<地を離るれば人なし。人を離るれば事なし。故に

事を成さんと欲する者はまさに地理を究べし>

農村地域福祉を考えていく場合、大変重要な意昧

をもっ言葉だ、と思っています。

さて合目、日本の農業はグローパリズ、ムの荒波と徹

底した資本の論理を無政府主義的に貫徹する市場原

理主義と新自由経済体制の論理に隷属する破滅的な

農政によって全く展望の見えない営震を強いられて

いる状況にあります。� 

TPP(環末平洋連携協定)に絡んである万は「開国

だ」と叫びましたが¥会私たちは静かに作家大岡昇平

の言葉を噛みしめたいと思います。

それは2011年10月14目、北海道新聞のコラム「卓」二

四季」に遺骨収拾の事ガ、書力、れています。

《フィ1)ピンで捕虜となった作家大岡昇平fd:、現地の

日米戦で横証したくレイテ戦記>をこう結んでいる。

くレイテ島の戦闘の歴史は、健忘症の日米国民仁、他

人の土地で儲けようとする時、どういう自に遭うかを

示している。…・・レイテ島の士は、その声を聞こうとす

る者には聞こえる声で、語り続けているのである>)i。� 

地人協会通信第2号(2007・3・3)を発行して以来、

休刊状態となっていました通信をほぼ5年ぶり!こ再開

をしたいと思います。

グループホームを運営する地人協会が何故、農業

問題を主題とするこの通信を発行するのか、その立

場と目的とするところを再度、明らかにしなければな

らないと思います。

私は農業者、農業団体等の職員でもなく、また研究

機関の者でちありません。全くの非農業関係者である

私が農業問題に係り論述を可能にする立場は、福祉� 
I~ん 510う

の仕事に携わる者が当然その範鴎に入れなければな

らない<農村の地域福祉>との係りということに規

定されると思います。

こうした私の立場を明確にしながら「農村地域福祉

を皆様と共に考えたいJという目的を持って、この地

人協会通信を再開したいと思います。

さてこの通信を書き始めるにあたって私が現在、問

題と感じているところから述べたいと思います。

農業者の万が営農活動をとおしながら社会的な

自己実現を図っていくという主体的な面から規定

され「生活者Jと表現されるとき、舎日の複雑で重

層的な農村の生活環境から逆規定された場合、農

業問題から福祉的課題を弁別し解決していく体系

は非農業者、非農村在住者である「生活者」と同じ

体系で良いのだろうかという問題意識がありま

す。� 

(I)農村地域福祉という概意について


=問題意識より=
 

年代の高度成長期における農業基本70年601. 

法農政と総合農政下、農業構造改善事業という名の

下に莫大な債務を押し付け、*【農民層の分解]と圧倒

的な兼業化、離農を促進していった日本の歴史的農

業情勢と、会日の農業者の高齢化問題、多額な設備維
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持の問題、後継者不足といった状況の中で、特に北海

道では「挙家離村」という型の離農によって、耕作放

棄地が増大し、原生的な時代に戻ってしまいそうな光

景が広がっています。 *r日本の場合、農業資本家と

農業労働者という本来的な二極分解ではない走め、

厳密には農民層の分化と表現する万が適切であると

一般的にいわれています]

ここで農業問題が何故これほどまでに深刻化して

いったのか考えていくl必要ガ、あると思います。 

2.先ず、先鋭的な農民運動も、広範な農協組織の農

政活動も、そして生産者と消費者の提携等も結論とし

て、農業問題の本質的解決にはならないと一番感じ

ているのは農家の万々本人ではないかと思っていま

す。

それは「農業問題の本質」について農村の経済的、

政治的、社会的な階層性の中に在ると同時に、そのこ

とに規定される農家そのものの中にあると感じてい

るのではないかと思っているからです。

農村において「ジ、エンダ一論二女性の社会的自由

論Jの議論が活発化していることは、とりもなおさず

このことを意昧していると思います。 

3.ここで会後の記述に当って暫定的!こですが明確

にしておかなければならない事は農業問題と農村地

域福祉の関係性であろうと思います。

ひとことで言うならば「農業問題は農業者に関す

る経済的、政治的、社会的な諸問題の総括である農民

問題の包括的な概念として在ります。そして農民問題

は農業者の社会的問題として存在し、それが農業者

つまり生活者にとって固有の社会的困難性という福

祉課題に弁別されていくという位置関係にあると思

います。」 

4. ~社会的諸関係の「実在的基礎」は経済関係であ

るといわれているように…・Jl(栗原百寿.農業問題入

門21頁.青木文庫)ということに規定されれば日本の

土地所有形態における*I差額地代の存在」は原理的

に農民層の分解をもたらし、そして社会的分解を伴い

ながら特性的に農村の、あるいは農業者の社会的性

格及び精神的構造を規定的に変容していくものであ

ると考えられます。

それが結果的に農村社会学で言われる、「東日本

型」、「西日本型」といわれる大きな性向だろうと思い

ます。 

*U差額地代の源泉」は「土地の肥沃度の差異と

土地の場所的事情の差異」にあるとしているが¥それ

らは常に「労働の生産性の差異」あるいは「生産価格

闘の差異」に結集表現されているとしている=~農業

における差額地代の歴史的低下傾向に関する諸問

題』、元明治大学農学部教授、西山久徳先生のアンダ

アソンに関する論文より)

西UJ先生はこの論文の最後に『・・ただ「地代」とい

う「不労所得」を収奪する階級の育無が問題の本質を

決定するのではない。したがって、地代収奪の問題と

地代形成の問題とはことの本質において異なってい

ることは全く明らかである。ところが、この問題を十

分認識せず混同している場合が往々にして見られる

が注意せねばならないだろうJl。と述べられていま

す。これは会目的状況をあたかも見据えて述べられ

ているようにも思えるのです。 それはこの論文が 

1973年に発表されたものだからです。 

5.この意昧においてこの土地の所有形態と差額地

代の存在は農業問題の性格を規定し、さらには農村地

域福祉の固有性を考えて行く場合の核となり、一般的

な地域福祉と農村地域福祉を弁別していく極めて重

要な範鴎であると思います。
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しかしながらこのことについては、社会事業史的に

も「広い意昧では、農村社会事業は必ずしも明確な概

意ではないJ(新版 地域福祉辞典、 日本福祉大学

永岡正巳先生担当執筆96頁、1997年12月初版発行)

という社会福祉的位置仁あります。 

6.このような位相を観ていくならば、「差額地代の

存在による農民層の経済的分解l亘社会的分解に及

び、農村のあるいは農業者の精神的構造に規定的変

容を及ぼす」と 般的に認識されながら、概念的な明

確性が不鮮明であった訳は、歴史的に「福祉論争 jガ、

あり「農村の瀬しい歴史的規定論争に係る遺制的潮

流 jガ、在つだとしてちそれは何であったのか、思うと

ころです。

状況的には認識論の中で弁別された苅象領域とす

るところの性格に規定され、機能論と方法論が農村

地域福祉の固有の視点から措定されなければならな

い論理的必要性が要求されていたと思うのです。 

7.このことに係ることを、社会学者の岡村重夫先生

は「社会福祉においては、認識の原理は同時に福祉的

実践すなわち社会福祉の機能の原理でもあるJ[社会

福祉の万法・到草書房 10頁]また「苅象論は機能論と

不可分であるJ[同著11頁]とも述べられています。 

8.農村における経済的分解は必然的に社会的分解

を引き起こす、つまりそこには概括的な農村ではなく

様々な関係性に規定され、単に複数的な関係性では

なく、土地所育形態と差額地代を農村地域の核とした

同心円上の社会関係が重層的に入り組んだ階層性を

有する農村が様々な形態で存在することになります。

これは2010年の改正農地法と回別所得補償制度、平

地耕作農家への優遇支援が合成された時、極めて特

徴的に進行するだろと思われます。 

9.地域福祉論構築への背棄として「・・という社会的

状況がある・・iこちかかわらずJというような総括的意

昧を含むところを 1974年「地域福祉論 J(新装版 2頁

光生館刊)において岡村先生が述べられています。

「社会福祉の苅象となるような生活土の困難の発

生しているのは、まさしく地域社会におし 1てであるか

ら、その解決の努力ち、当然その地域社会のなかで、

また、地域社会に向けて行われるのではなくてはなら

ない。ところが、従来の福祉サービスは、この生活問題

の発生の場所であり、根源でちある地域社会を無視し

て、これから離れたところでなされる傾向があっ

た。…つまり苅象者!こ刻する個別援問ないしケースワ

ークを中心とする社会福祉サービスだけでは問題の

解決にとって不十分であって、苅象者をとりまく地域

社会そのものを直接の苅象とする社会福祉の万法が

なくてはならない。そこにケースワークをも含めた高

次の社会福祉概念としての「地域福祉Jという接近法

が要求されるのである。 J

まさにこの論理は「農村地域福祉」を語る場合の大

きな基盤であり、精神性であると思っています。

それ故、社会福祉における苅象者の万の「主体

性jを見据える「不可分割の原則」は農村地域福

祉にとって特別重い意昧を持つ論理だろうと思い

ます.

このことによって「農村地域福祉」は地域福祉

一般と弁別されその概念の目的性は、より明確性

を獲得することになるだろうと思います。

そしてまたこの事に係ることによって社会福祉

にお 1"1る所謂「個別化J原則も「伺からの個別化」

なのかという個別化の意義と意昧等はラディカル

に問われることになろうと思います。
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( 11 )農村地域福祉に係る


方法論への視座(1)


1.農村地域福祉という概会を考える場合、固育の

視点、として土地所有形態および差額地代の存在が

あるのではないか、ということを述べてきました。

これら7ンダ7ソン、リカ ド等の地代理論は農産

物貿易ガ、ない状態(閉鎖体系)でモデル理論化した

ものとしてあります。

ご承知のとおり現在の日本はグローパんな経済

状況に規定される経済構造となっています。従って

閉鎖体系における地代論ち貿易関係、為替レート、

価格政策・所得政策等農業政策の条件的影響の下

で極めて複雑な多元的構造となるのは当然です。� 

2.従ってこの理論を基底として、つまり「神の見

えざる手」による自然的市場メ力二ズ、ム1こ「多くの

政策的手動要素」が加わった場合、本来差額i也代の

源泉となる農産物価格における超過利潤(或は的

なもの)がどのような性格を育しながら何処へ収蝕

されていくのか、視点を据える視座そのものの角

度を決定させていくものだろうと思います。� 

*r…私的空間をめぐる経済法則については…・

地代論の内容を現代の詰現象に発展的に適用する

ことだけである(といっても実はこれは簡単なこと

吉一180日本経済評論社一評論<<ではないが)0 

票観問題と経済学一利軟山大学観光学部教授・山

田良治先生》。� 

( 11 )農村地域福祉に係る


方法論への視座(2)
 

日常言語たることが、できないまさにそのこr1. 

とによってはじめて、日常言語の基底にある深層論

理を掘っていくことも可能になるのだJ(竹内芳郎 

4 

売生「言語・その解俸と創造J=筑摩書房)。

この竹内先生の?ジテーシヨン的なメッセージを

読み、農村内部の経済的、社会的階層住と関係性の

重層性を見据えて、農業問題の本質を見ようとるす

るとき、たどり着くのが柳田国男の「遠野物語」の世

界ガあります。� 

2.民俗学者の柳田国男は「遠野物語」の初版序

文に「…・無数の山神、山人の伝説あるべし.ね

がわくは之を語り平地人を戦l標せしめよ.この

書の如きは のみJと極めて情意的な文

章を書いています。しかも中国秦の時代におけ

る中国初めての農民反乱「陳勝呉広の乱Jを用

いながら「ある闘しリを宣言しているかに思えま

す。

陳勝呉広
ちんしようごこう

柳田国男のこの「平地人を戦懐せしめよ」と

は伺を意味しているのでしょうか。

農林官僚であった柳田園男は明治� 43年� 6月

にこの「遠野物語」を自費出版しています。その

年の� 12月に「時代卜農政」を出しているところか

ら、私は柳田~男の民俗学者としての思想的基

層はこの「平地人を戦懐せしめよ」というところ

にあるよに思えるのです。

私はこの「遠野物語」という「地的宇宙」に霊奈

羅的に人閣の「生Jが存在する、つまり福祉の世界

が内的に引き受けなければならない世界の全て

(所謂フ口イト的世界)がある。農村地域福祉が通ら

なければならない世界であると思っています。� 

3.思想家、吉本隆明は日本の農業は柳田民俗学

が解決するとも言っていますが、それを思わせる講

義録があります。

それは柳田園男の「己本農民史H早稲田大学政

治経済科講義録大正15ij':4月』です。



「諸君の面前には、大きな実際問題が横たわって

いる。この日本を幸福にするためには、急いでこ

の問題を解決せねばならないJ0 =此れは講義

のはじめにというところに書かれているもので

すが大変瀬しさを感じます。学生に苅する槻文的

性格でもあると思います。

岡村先生IcJ:l社会福祉原論J(全社協干Ij)におい

て「相互扶聞論」を記述するにあたり、やはりこの

「日本農民史jを引用されています。

岡村先生は柳田国男をどう「社会福祉的jに見ら

れていたのか大変興昧のあるところです。� 

( 11 )農村地域福祉に係る

方法論への視座(3)

1.私たちは緊迫する日本の農業情勢の中で農業

者の万たちともう一度「農業とは何か」という事を

考えなければならないと思います。こうしだ中で農

村に固育な福祉課題が明らかになっていくだろう

と思っています。

北星学園大学教授の杉岡直人先生は[年幸町村落

社会研究-35一高齢化時代を拓く農村福祉<過疎

地域における農家家族の多様化と介護コンフリクト・� 

99頁>において「…・・社会関係が可視性の高い状

況の中にあっては…」と述べられ「農村の高い可視

性」が福祉サービスにおける提供課題をつくりだし

ていると指摘されています。

こうした歴史的農村の社会関係の性格を基層と

して新たな規定的条件が加わるならば、どのように

農村は変容していくのでしょうか。

この事に係る大蛮注目すべき論文があります。

農林中主総合研究所取締役墓礎研究部長 原

弘平先生の「農業情勢の展望」一新だな農業政策

の展開と系統組織の役劃一(農林金融2010.1)で� 

す。

『…第一の、農業政策自俸の変化が農業コーポ

ラティズ、ムに与える影響に関しては、中山洋平氏

のフランスにおける事例の研究が参考になる。同

氏は、� r1992年のマクシャ1)-改革に始まるCAP 

(EU共通農業政策)の構造転換によって、農業省

と農民組合FNSEAの「共同管理J(部門別コーポ

ラティズ、ム)を基盤とするフランスの農業セクタ

一統治システムは概ね解俸するに至った」として

おり、これは「価格支持から直接援問への切り替

え」が最大の原因としている。� FNSEAの92年以前

の基本戦略は、主要農産物の価格支持水準をい

かに高く設定するか、という一点に集中してお

り、その価格第一主義ガ¥作目、規模等による農

家聞の深刻な利害関係を覆い隠していたとされ

る。しかし、、直接援問への切り替えが¥援問額の

相互の「可視化」をもたらし、� FNSEAの圏内農家

を統治する力を失わせしめたということであ

る。…..Jlと日本においても今後の農政によって

様々な機能の崩壊と、様々な意昧を含むより一

層の可視化現象が進むことを危� 11'貝され、それに

苅応する農業と農業者の笠活の再措定を農協系

統組織(新しい農業コーポラティス‘ム=団体統治

主義)をとおしながら提案されています。� 

2. r政策は妥協の産物である」と言われます

が¥日本の農業史は妥協というよりも、農業を駆

け引きの踏み台としながら国家政策が進められ

てきたと言えます。特に外交史においては、日本

の農業が常に担保としであったと考えられます

例えばそれは戦後一時期、アメリカの余剰

小麦を受け入れ、日本の小麦栽培を壊滅状態に

追い込んだ、� MSA小麦協定� (1952年)、この協定の

延長線とに在る日米安保条約第� 2条の経済条項

【締約園はその国際経/習政策におけるくい遣いを

除くことに努め、また両国の閣の経済的協力を
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促進する】 (1960年)、そして?メリ力の「二つの赤

字J解消をめざしたG5(日本・7メリ力・西ドイツ・フラ

ンス・イギリス)のプラザ合意 (1985年)、重には参加

協議されようとしているTPP(環太平洋戦略的経済

連携協定)、このように日本の農業は様々な外交、

貿易交渉の踏み台になっている事は明らかな訳で

す。

特に現在、問題としてある TPPは単にゲ口一パリ

ズ、ムの申の経済問題としてではなく、あくまでも日

米関係の戦略的外交史として見ていかなければな

らないだろうと思います。歴史的な流れからこの問

題を男ていくならば、 TPPの本質は容易に見えて来

るだろうと思います。 

3.今後遅かれ里かれ、日本の農業政策は食糧生

産と「農業における多機能性=景観・環境保全・国土

保全等」というこ[ej性を並存させる政策を確立さ

せ、歴史的な価格支持政策を放棄し、「直接払い」と

いう個別所得保障方式、価格・生産・所得という力ツ

フ。リングを分離したデカップリングをキーワードとし

ながら展開されていくものと思われます。

この財政的根拠が脆弱であるといわれる社会政

策的色彩が濃い農政が遂行されると全国的に、そ

して「中山間地、平地Jといったi也勢、作目別地域と

いった条件の申で新しいゲゼルシャフ卜的な「生産・

生活共同体的J農村が強制的に規定され波状的に

困難な社会問題を発生させることが予想されま

す。 

4.日本の村落の性格規定は確かに様々な瀕しい

「論争」ガ、ありました。(中京大学法学部教授石川一

三夫先生[村落二重構造論の形成と展開一研究史

に関する覧書一中京法学])

これから政策によって土地の所有形態も、営農形

態、ち蛮わり農村の質的構造ち灘変していくと思わ

れます。

そしてそれはこれまでのように農村の労働力が都 

市に流入するのではなく、出口をふさが、れるよ

うな型であり続け、農村の高齢化社会を際立た

せていくだろうという事です。

加えて前述しているように様々な「可視化」の

発現は「人間の尊厳性jを脅かしていくものとし

て在ります。

私は、このことについて日本の農村を崩壊さ

せるなによりも一番の危険要素とも考えていま

す。

…「群に属する者は内側の耳目によって終始

その行動を制御される風習」があったと述べて

いる。これは家や民族の集団に風俗としての一

つの共同体規制があったということをいってい

るまでのことで、それに刻して評価を下している

わけではない。…(中村哲先生著 新版柳田国

男の思想48頁法政大出版局刊)

しかしこれらが、現代社会において現代的要因

として重層的に一人の人聞に係ったとするなら

ば、その結果を待つことはまさに「反福祉凹」で

あると思います。

この意昧において舎後、地域の農協は新しい

コーポラティズ、ム機能の構築と農業者というよ

りも「農業者及び農業者を麦える生活者集団Jと

しての人々の生活を創造していく拠点、センター

機能を持つd必要があろうかと思います。つまり農

協組織は「生産点」と「生活点」とを三角点の測

量のごとく見据えていかなければならないとい

う事だと思います。

農村地域福祉は、それに男合う機能論と方法

論とをこれらの事に待っているだろうと思いま

す。

終わりに

*今回雪の記述に当って、私は「農業問題の本

質は…」あるいは「社会的諸関係の実在的基礎

は経済関係であるJという表現を致しました。こ

れは論理的に無理があるようにも思われるかも
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しれませんが¥それは「主体と客体」或は所謂「土台 

引に係る「遺制」11(下部)構造の上部借造への規定

の差異的な強弱の内容を含むことを前提として書

いて参りました。

しかしなガ、らそれでも論理的に問題ガ在るとす

るならば、第二次世界大戦においてドイツ軍のフラ

ンス占領後もレジスタンス運動に参加し、 1944年ナ

チスによって捕縛され銃殺刑に処されたフランスの

歴史学者マルク・7'ロシクの言葉を書き整理をした

いと思います。

「驚かないように願いたい。出発点を現在仁置く

ことは、歴史家にとり有益なようだ。ただ意識して

やってほしい。自寛もなくそうする人ガ、いるが¥は

なはな危険だ、からだ。…現在について知るのは困

難である。主たる理由の一つは、現在だけでは説明

っかぬからだ。・・・現在はそれ以前の時代の影響下

にある。現在は過去により受配される。しばしば遠

い過去のよってだ。…現在について理解を深める

という責任が歴史家におわされることになろう。解

決を求められた問題について歴史家は、史料の中に

解答を求めるのである。 Jr山、要とならば、文明の源流

まで戻らねばなるまい。J(東京農業大学農業経済学

会話「農村研究-1969年 12月、西山武一先生著 rJ7ジ 
7的農法と農業社会」の書評として須々田禁吉先生

力、、書かれたものの巻頭言としてあります。マルク・ブロ

ックの「領地制史論」の一部ですが手に入りませんの

で、須々田先生の文章をそのままヨ|用させて頂きまし

た。]

次号の為に JA資料を添付したいと思います。

全国農業協同組合中央会(略称:全中)高齢者対策室

のJA高齢者福祉ネットワークの資料を利用させて頂

きました。平成18年4月1日現在の資料で若干古くな

りますが、(比較更新か更新を願うものです)、北海道に

関しては概ね大きな蛮化はないと思われます。本来

全国の事業所の統計ですが、問題点を探っていくた 
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め、北海道と長野県を比較して表にしました。訪

問介護、通所介護等における介護予防について

は、介護とほぼ同じ数ですので劃愛させて頂き

ました。ここで重要なのは事業所の数のみなら

ず、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーがい

てケ7のブラ二ング、マネジメントをしている所)

の数と担当部署の名称です.

これは農協組織の理怠を如実に表すものだと

思います。特に長野県は日本の厚生連(厚生農業

協同組合連合会)の生みの親、若月俊一先生の

農村医療に苅する苦闘の歴史があり、理念も確

立しているものと思われます。

北海道は「北海道、北海道」といわれ営農至」二

主義に傾斜しすぎるところがあると思っていま

す。農業経営もそのパックシフトである農家経営

があってこそだ、ろうと思います。

最後まで御笑読頂きありがとうございました。

時節柄、皆様のご自愛をお祈り申」二げます。

有限会社地人協会

グループホーム ポランの家 

URL http://poran-home.com/ 

http:http://poran-home.com


次号のだめの北海道と長野県のJA事業所比較

北海道事業所一覧

J A 名

居宅

介護

訪問

介護

通所

介護

福祉用

具貸与

訪問� 

入浴 福祉担当部署名 (主 所

支援 介護 介護 介 護 介護

きだひやま 営農苅策課 せだな町

え ん ゆ つ 介護センタ-みどり 遠軽町�  

JA道東あさひ 介護事業所 別海 町

オホーツク 網 走 経営主画係 網走市

中 春 日リ 営農部 別� j毎町

東 ネ申 楽 西神楽厚生診療所 東神楽町� l

長野県事業所一覧� 

JA信州うえだ�  2 2 福祉課 よ田市�  

J A よ伊那�  2 2 生活部ふれあい事業課 伊那市�  

JA松本ハイフンド 福祉課 松本市�  

J A 塩尻市 生活部生活福祉課 塩尻市�  

J A あづ み 総務開発事業部福祉課 安曇野市� 

J A なが の 総務部ふれあい福祉課 長野市�  

JAグリーン長野 福祉センター 長野市�  

JA北信州みゆき� 2 介護センター 飯山市�  

J A 佐久浅間�  4 4 6 
t 

.' 2 生活部福祉課� )佐久市�  

J A 須 =コ 
医司� 2 総務部福祉課 須 坂市

J A ちくま 経済部福祉課 干由市�  

J A 木 自E主ヨ 企画室組合員ふれあい課 木曽町

大 北 総務部ふれあい課 大町市�  

J A 中野市�  JAPッフ。)L， (株)生活課 中 野市�  

J A 信州諏訪�  2 2 管理部福祉課 諏訪市


