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提言「徴農制を考える」 
これでいいのか！日本の農業 

 

たちあがれ日本神戸市支部長 北山順一 

はじめに 

 日本の耕作放棄地は平成になってから急速に増加している。昭和６０年では耕作放棄地

面積率は２.９％であったが、平成１７年には９.７％、埼玉県の面積を上回る３８万６,００

０ha に上っている。中山間地域だけではなく平地農業地域においても、ススキやカヤが生

い茂った荒廃した田畑を目にする。先人が営々と開発し、整備し、国民の食生活を支えて

きた農地がこのような姿を見せているのはまことに嘆かわしいことである。 

 耕作放棄の原因には、農業後継者の減少、鳥獣被害の増加、農産物価格の低迷で農業で

は生活していけなくなったなど社会的・自然的・経済的な要因がある。しかし、耕作放棄

地の増加を放置しておけば、基礎的な生産基盤である農地が減少するだけでなく、水田の

雨水流出調整の役割が減少し、水害を増加させる。土砂の流亡は沿岸を荒らし、水産業に

とっても打撃となる。耕作放棄地の再生は美しい国土、豊かな国土を育てるために、さら

には国を愛する心を涵養するために見過ごせない重要な課題である。 

 農林水産省をはじめ各地方自治体において、さまざまな対策がとられてきているが、そ

の成果は極めて不十分である。成果が上がらないのは、耕作放棄地に対する政策が農林水

産省を中心とした農業だけの視点から立てられているからである。もっと広い視野で、国

家全体として政策を検討するべきである。 

 そもそも日本は農業国として悠久の歴史を持っている。みずみずしい稲穂が実る瑞穂の

国であり、稲の収穫を感謝する新嘗祭は重要な宮中祭祀である。日本文化の根底には稲作

の尊重と農作業への畏敬がある。耕作を放棄することは日本文化の承継を放棄することに

つながりかねない。農作業は、自然の恵みを享受するための謙虚な労働であり、自然が持

っている奥深い力にふれる場である。そのことを知っている農業者は、日本の農業を世界

で最も優秀な農業に育て上げてきた。 

 日本の農業の先行きを不安視する風潮が強まっているが、日本の農業技術は世界に誇る

べきものであり、日本の農業生産物は高品質で、安全・安心であることが広く認められて

いる。この特性を認識し、国防、経済、労働、福祉、文化、教育など広い視点から耕作放

棄地への対策を検討すれば、国土防衛の重責を担っている自衛隊に農業支援の部門を設け

ることが適切ではないかと考える。 

 自衛隊では近年、募集定員割れが生じ、一方で国内の失業率は改善されない状況にある

が、自衛隊に農業支援を含めた教育隊を創設することで、若者に雇用の場を生み出し、防

衛力の安定にも寄与できる。農業機械の操作や栽培技術を学び、農業の道に進むことにな

れば、高年齢化している農業従事者の後継者としても力強い存在となる。 
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１．耕作放棄地の現状と課題 

 

 耕作放棄地の面積は、昭和５０年から昭和６０年までは約１３万 ha でほぼ横ばいであっ

たが、その後、急激に増加し、平成１７年には３８.６万 ha（農林水産省「平成１７年農林

業センサス」。「平成２２年農林業センサス暫定値」では４０万 ha）になった。これは全国

の都道府県面積で３９番目の埼玉県の３７.９万 ha を上回り、滋賀県の４０. １万 ha に並

ぶ面積である。 

 このうち、現状では耕作できない「荒廃した耕作放棄地」は２８.７万 ha（市町村の農業

委員会の調査データから平成２２年に農林水産省が推計）で佐賀県や神奈川県の面積を上

回っている。農水省は「荒廃した耕作放棄地」のうち１５.１万 ha を「人力・農業用機械で

草刈り・耕起・抜根・整地を行うことにより耕作可能土地」「基盤整備を実施して農業利用

すべき土地」としている。しかし、残りの１３.７万 ha は「農地に復元して利用することが

不可能と見込まれる土地」、あるいは「農地として利用が不可能な土地」と判断されている。 

 このような利用があきらめられた土地は、雑草や灌木が生い茂り、土壌がやせ、さらに

は廃棄物が不法投棄されて、国土を貧しく、汚れたものにしてしまう。日本は、先人が長

い歴史をかけて開拓し、耕転し、土作りに励み、精魂込めて作物を育て、暮らしを支えて

きてくれてきた農地を失うことになるのである。 

 水田は稲を育てるだけでなく、国土にとって重要な働きがある。雨水を貯めて洪水を防

ぎ、多様な生物を住まわせて豊かな自然を守ってきた。兵庫県豊岡市の絶滅したコウノト

リの復活計画は、水田の冬季湛水など水田の改善から進められた。佐渡島のトキの野生復

帰も水田に自然を取り戻すことによって実現した。水田は命の源なのである。 

 水田が治水に果たす役割は、防災上だけでなく漁業にも貢献している。土砂の流出を防

ぎ、沿岸の水質を確保し、魚介類の繁殖を助けている。このところ、漁業者が中山間地の

森林・田畑の状態に関心を持ち、中山間地の住民との交流を深めているのもこのためであ

る。 

 耕作放棄地を放置しておくことは、食料供給力の確保に支障を生じさせるほかに、農業

が持っている多面的な機能を低下させ、自然環境の悪化をもたらし、都市と農村との交流

も阻害する。耕作放棄地対策は、単に農業分野だけの課題ではなく、国土・国民の重要な

問題である。 

 

２．耕作放棄地が生じる要因 

 

 先祖代々受け継ぎ、守ってきた田畑の耕作をなぜ放棄するのか。農林水産省の平成１４

年と１６年のアンケート調査によれば、農業従事者の高齢化、労働力不足、利用者の不在

などの社会的要因、山間・奥地などの土地利用の不便、気象条件の変化、鳥獣被害の増加

などの自然的要因、農産物価格の低迷、米の生産調整などの経済的要因があげられている。 
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 これらの耕作放棄の要因について、農林水産省は「個々の農業者等の努力のみでは如何

ともし難い側面がある」としているが、はたしてそれでいいのだろうか。 

 農業従事者の高齢化は次のようになっている。農業人口は、昭和６０年は５４３万人で

あったが、２５年後の平成２２年は４８％の２６１万人（農林水産省）にまで減少した。 

 年齢別にみると、昭和６０年では５０歳から５９歳が１４６万人で最も多く、６５歳以

上は１４４万人（２７％）、１５歳から２９歳までの若者も４０万人（７％）いた。ところ

が平成２２年では、最も多いのが６５歳以上の１６１万人（６２％）で、１５歳から２９

歳の層は、２５年前の４分の１以下の９万人（３％）である。 

 

表１ 農業従事者の年齢別人口（農林水産省。単位：万人） 

 合計 
１５～２

９歳 

３０～

４９歳

５０～

５９歳

６０～

６４歳

６５歳

以上 

１９８５年 543 40 137 146 76 144

１９９０年 482 28 102 108 84 160

１９９５年 414  ２１ 75 69 68 180

２０００年 389 25 56 52 51 206

２００５年 335 19 36 48 37 195

２０１０年 261 9 23 36 32 161

 

 

  農林水産省は耕作放棄地の再生に取り組む上での課題を地方自治体、関係団体や農業

者などから意見を聴取し、その概要を次のようにまとめている。 

 

【所有者の視点】 

・高齢化、後継者不在等のため農地を貸したいが、利用者の確保が困難 

・増加している土地持ち非農家の耕作放棄地等については、耕作の意思はないが、農地を   

他人に貸すのも不安 

・復旧が困難、生産基盤が未整備、鳥獣被害等の課題を有しており、利用者の確保が困難 

【耕作者（利用者）の視点】 

・労働力や圃場分散等の課題から現状以上の借り受け等は困難 

・復旧に要する費用負担が大きく、復旧が困難 

・生産基盤が未整備、鳥獣被害等の課題を有する農地では、利用は困難 

・規模拡大（または新規就農）のための機械・設備等が不備 

【取組主体（調整者）の視点】 

・利用調整（意向把握、あっせん等）に係る人員及び予算の不足 

・不在地主が増加し、利用調整がいっそう困難化 
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・農地としての有効利用に係る所有者の意識低下 

・条件ごとに取り組む場合、施設等ごとに適用条件が異なり、また個別申請等を行う必要

がから、事務負担が大 

 

 以上のような課題に対して農林水産省は、耕作放棄地対策研究会などによって解消計画

を策定し、対策を進めているとしているが、これらによって再生された面積は、平成２１

年度で６０００ha であって、この年度に増加した耕作放棄地９０００ha に及ばず、耕作放

棄地は増加の一途をたどっている。 

 

３．日本の農業が持っている力 

 

 日本の農地面積は、昭和３６年の６０９万 ha がピークで、平成１９年には２３％減少し

た４６５万 ha（総務省統計局）になった。戦後の復興、産業の高度成長によって工業が発

達し、都市化が広がって、多くの農地が住宅用地、工業用地などに転換された。しかし、

だからと言って農業生産が減少したわけではない。 

 農業総産出額は昭和４５年の４兆６,６４３億円が平成１９年には８兆１,９４５億円に

増加している。このうち米は１兆７,０００億円台に留まっているが、野菜は３倍、果実は

２倍、花きは１０倍近くに増加している。 

 農業者１人当たりの生産量は、昭和３６年は５トンに過ぎなかったが、昭和５０年には

１０トンに達し、平成元年には２０トン、平成１７年には２５トンを超えた。 

 世界各国と比較しても、農業生産額は中国、アメリカ、インド、ブラジルに次いで世

界第５位の位置を占めている。日本は、これらの国々に比べて限られた面積の農地しか

持たないが、すぐれた農業技術によって生産力を高め、農業大国になっている。農業者

が大地の力を信じ、大地の力を引き出す知恵と工夫を重ねてこうした結果を生み出した。

いわば、国を信じ、愛することによって実現させたのだ。日本の農業は愛国心の農業で

あると言っていい。 

 しかしながら、先行きは必ずしも楽観的ではない。表１で見るように、農業者数はこの

２５年で半減し、かつ６０歳未満は昭和６０年の５９％から２６％に激減している。日本

が農業大国であり続けるためには、耕作地の維持・保全とともに、農業に若者を呼び寄せ

ることが重要な課題である。若者が農業に親しみ、関心を抱くことは、それはまた日本の

伝来の文化、精神を学ぶことにもなる。 

 

４．「徴農制」の考え方 

 

 兵庫県西宮市に本社を置く伊藤ハムというハム業界大手の会社がある。前会長の伊藤正

視氏は「こうべ森の学校」や東京の「高尾の森づくりの会」への従業員の参加を支援する
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など企業の社会貢献活動に熱心である。伊藤氏は企業コンサルタントの飛岡健氏とともに、

明日を担う若者を、農業を通して育てようと「徴農制」を、提案している。（流通業界専門

誌「２０２０AIM」創刊２０周年特別号） 

 徴兵制ではなく、農役義務を若者に課する「徴農制」で、平和国家日本としての国家に

奉仕するとともに、世界に対して農業を通じて貢献していくという国家戦略である。 

 具体的には、幼稚園児は年に１日、小学生は１週間、中学生は１カ月、そして高校生以

上は１年間の農役に従事することを法的に義務付ける、という提案である。農業体験・労

働を通じて自然と生命にふれ、日本が築いてきた文化、文明を学び、心身を鍛え、農業を

担う人物を育てよう、というねらいである。 

 

 「徴農制」の国家的意味として次のことがあげられている。 

・国家の基礎としての農業の復興・復権・確立 

 １）農村の担い手の確保 

 ２）農業の価値の啓もう・普及 

 ３）すぐれた消費者の育成 

 ４）自らの手で食料を確保する技術と自信 

・２１世紀の平和国家日本のイメージ形成 

・新しい産業の担い手の育成（工業の農業化、職人育成の土台） 

・遊休施設などの高次利用 

・時代を担う若者の育成 

 

 伊藤氏は「すべての日本人が農業体験をもつことは、いかなる状況においても自活の手

段を持つことになり、自信と誇りを持った人間形成ができる」と言っている。すべての若

者が農業を体験することによって、国家の基盤が農業にあることを認識し、これによって

農業の復権、確立がはかられるのである。 

 若者すべてが農業を体験・学習することによって、農業の基盤は厚さを増し、新しい発

想、技術の導入が期待される。農業従事者が増えることで耕作放棄田の再生も急速に進む

だろう。自ら生産することによって、消費者としての目も養われる。厳しい労働によって

生きる技術と自信を身につければ、ひ弱な若者から「凛とした若者」へ転換するはずだ。 

 農業という自然相手の労働により、観察力、忍耐力が養われ、これがモノづくりの能力

の増進につながり、職人の技、匠の技の習得につながり、洗練された工業製品を生み出す

ことにもなる。 

 中学生・高校生・大学生の「徴農」は約１００万人単位の数になり、農家や地域の遊休

施設に住み込むこととする。そこで高齢者の知恵、人生経験を学ぶことによって、日本人

の英知を伝承し、日本文化の世代間継承が途切れなく行われる。 

 大学生が１年間の「徴農」を終えた後、さらに続けたいという人には、農業のほか、林
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業、漁業、モノづくり職人、商業、研究者への道などの選択肢を用意する。こうした体験

が、若者が自らを発見する機会となり、本物の人生を歩むことになるだろう。 

 このような「徴農制」が国の形として取り入れられれば、農業大国日本、平和国家日本

は世界の国々から賛美され、尊敬されるはずである。 

 以上が伊藤氏らの提案であるが、若者が在学中に実社会を体験することによって自己認

識を深め、自己変容をとげる活動として、神戸市が行っている「トライやる・ウィーク」

というのがある。 

 平成１０年から始められた「トライやる・ウィーク」は、中学生２年生が年に１週間、

地域の商店、工場、農家などで実務を体験し、自己と社会との関係を見つめなおす体験学

習である。「トライ」は挑戦という意味のほか、学校・家庭・地域のトライアングル関係を

意味している。この職場体験活動は、生徒指導面だけでなく、地域の活性化、まちづくり

の面でも高い評価を受け、いま全国に広がっている。 

 

５．雇用の改善と「教育自衛官制度」による農業支援 

 

 耕作放棄地対策を含めたもうひとつの農業支援政策として、自衛隊に農業支援を含む教

育部隊の新設を提案したい。 

 わが国の完全失業率は平成２２年の平均５.１％（総務省）で、政府の雇用促進の掛け声

にもかかわらず横ばいを続けている。有効求人倍率も０.５２倍で大きな改善は見られない。 

 一方、自衛隊は定員割れで、２３年度の新規採用は陸海空合わせて１,９３５人にとどま

り、史上最少の採用数になっている。陸上自衛隊では、ピーク時には年間２万４,０００人

を募集していたが、２１年度はわずか８６９人で、その結果、陸曹士の平均年齢は３３歳

という高齢になっている。 

 ジャーナリストの櫻井よしこ氏は「円高を是正し、企業の基盤を強化し、雇用の改善に

つなげるとともに、政府が雇用を進める方法もある。一例が定員不足に悩む自衛隊の新規

隊員を増やすことだ」と提言している。（「週刊ダイヤモンド」２０１０年９月４日号） 

 櫻井氏は、「若い隊員が、中高年の隊員に比べて極端に少なく、…これでは自衛隊は機能

しなくなる。隊員の初任給は年額３２０万円。１万人を採用しても、３２０億円だ。…若

者たちの教育機関として実績を上げてきた自衛隊で、心身共に信頼に堪える若者たちを育

てる効果もある」と述べている。 

 陸将で北部方面総監だった志方俊之氏（東京都参与）は、就職難に悩む新卒者を救済す

るために「教育自衛官制度」の創設を提言している。（「軍事研究」２０１０年１０月号） 

 志方氏は「自衛隊を人造りの場にせよ」と呼びかけ、「教育自衛官制度（仮称）」を創設

し、ここに就職氷河期で職を得られない若者を収容し、「基本的な教育を施して心身を鍛え、

『自衛隊式教育訓練済み』の卒業証書を持たせて社会に還元しよう」という提言である。 

 自衛力の強化、若者の教育、雇用の促進などにきわめて有効な対策だと思われる。自衛
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隊には、射撃訓練などのほか、大型土木機械、輸送機械の操作訓練の場がある。ここで「教

育自衛官」がブルドーザー、バックホー、トラクターなどの操作を学び、耕作放棄地で実

習訓練を行えば、耕作放棄地の再生に大きな力になる。 

 農林水産省がまとめた耕作放棄地の再生に取り組む上での課題に、土地所有者からは「農

地を他人に貸すのが不安」という声があり、再生に取り組もうとしている人からは「生産

基盤が未整備」で、生い茂ったカヤやススキ、潅木を刈り、抜根する機械が不備、などの

点があげられている。壊れた水路などの設備復旧も、機械や労力がなくて手に負えないと

いう課題もある。 

 ここに公的機関の自衛隊が係れば、「土地を他人に貸す不安」は解消される。大型土木機

械を使いこなす教育を受けた「教育自衛官」が出動すれば、難渋している耕作放棄地解消

策は大きく前進するであろう。シカ、イノシシ、サルなどによる鳥獣被害対策についても、

自衛隊の射撃能力に期待する農業者の声は大きい。 

 自衛隊は、これまでの災害派遣で国民から大きな感謝と信頼を得てきた。これに加えて、

農地再生の面で新たな貢献ができるようになれば、自衛隊への国民の感謝と信頼はよりい

っそう増すことになるであろう。 

 耕作放棄地を解消し、美しい国土を取り戻すために、「教育自衛官制度（仮称）」を含め

た対策を、多くの視点、広い視野から検討していただきたい。 

 

６．グローバリゼーションに対応する農業 

 

 いま、環太平洋経済連携協定（TPP）に参加すべきかどうかをめぐって国内の議論は大

きく分かれている。農業団体などからの反対意見の代表的なものは、米国やオーストラリ

アなどの大規模経営農業による生産価格に対抗できない、というものであるが、日本の農

業の圃場整備、土地改良を進めれば、日本でも大規模農業経営者を増加させることが可能

だ。これには、大型土木機械、大型農業機械とその操作ができる人員を保有する自衛隊の

新しい任務が役立つだろう。 

 TPP に参加することによって期待される変化はもう一つある。日本の農業技術は極めて

優秀であるが、それは日本国内で発揮されていることにとどまっている。いわば日本国内

で発展し、進化した技術で、国際化には至っていない。いわば孤島の鎖国状態で独自の進

化を遂げた技術で、「ガラパゴス化」の農業技術だといえる。TPP 参加による「開国」によ

って、日本の農業技術は国際基準へ磨きをかけ、これによって日本の農業は国内需要をま

かなうだけでなく、輸出産業に成長するであろう。 

 自然の命にふれる農業は、自然への畏敬の心を育て、協同の精神を養う。家族や隣人た

ちを生かしてくれる祖国に感謝の念を抱き、愛国心を涵養する。耕作放棄地の解消に貢献

する自衛隊の姿は、我が祖国への愛をいっそう深めてくれるであろう。 

 


