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ざらにを農業が盛んな米国ウィスコンシン大学の教授は農家の子弟が多い講義で「食料は武器であって、日本滴艦

直接食べる食料だけじゃなくて、日本の畜産のエサ穀物を米国が全部供給すれば日本を完全にコントロールできる。これがう

まくいけば、これを世界に広げていくのが米国の食料戦略なのだから、みなさんはそのために頑張るのですよ」という趣旨の

発言をしていたという。戦後一貫して、この米国の国家戦略によって我々の食は米国にじわじわと握られていき、いぎTPPで

その最終仕上げの局面を迎えている（米国の占領政策①米車を買わせる、②日本農薬を米国農業と競争不能にして余乗膿産物を買わせる＜手沢弘

文民＞、バッツ農務長官「日本国を脅迫するのなら、食料輸出を止めればよい」も

米国のコメ生産コストはタイやベトナムの2倍近いそれでも1俵午脚円で輸出し、農家にはしっかり作ってもらうだめ

に「12，脚円との差額はいくらお金がかかっても補填しますよ」というたぐいのことをやっている。それに比べたら、日本の

農業が過保護などというのは間違いである。日本の農家に輸出補助金はあるか㌔ゼロである。米国は穀物3品目だけでも多い

年は実質1兆円である。どうやって競争できるの毎　日本の農産物は美味しいけれど高い。これを補助金ゼロで売る。米国は

安い物をさらに1兆円の補助金をかけて安く売りさばいているのだから。しかもTPPでも米国の補助金はお答めなし。日本は

垣根を低くして、米国の補助金漬けの農産物で潰されようとしている。何が自由貿易か。いや、これこそ「自由貿易」＝「米

国が自由にもうけられる貿易」なのである。

表2　農業所得に占める補助金の割合（釣と農業生産額に対する農業予算比率（勘

Å ��B 

2012年 �2013年 �2012年 

日本 �38．2 �39．1 �38．2 

米国 �42．5 �35．2 �75．4 

スイス �112．5 �l鋤．8 �？ 

フランス �65．0 �94．7 �糾．4 

ドイツ �72．9 �69．7 �60，6 

英国 �81．9 �90．5 �63．2 

資料：鈴木宣弘、磯田宏、飯囲芳明、石井圭一による。

（注）米国では農家などからの拠出金（チェックオフ）を約1，00億円（酪農が45％）徴収し、国内外での販売促進を行っているが、輸出促進部分には同額

の連字輔助金が付加される。これも「隠れた輸出補助金」で300億円近くにのぼる。しかも、この拠出金は輸入農産物にも課しており、これは「隠

れた醗刺だ．酪農については飲用乳価を高く支払うよう全米26α）の離別に最低支払義務を政府が課しているのも、乳製品価格を下げて輸出を促進

する点で「隠れた輸出補助釦だ，

表3品目別の農業所得に占める補助金比率の日仏比較（邦

全農家平均 �耕種作物 ��野菜 �果物 ��酪農 ��肉牛 �養 �豚 �養鶏 
2006i2014 �2006 �2014 �200引2014 �2006 �2014 �2006 �2014 �200引2014 �2006 �2014 �2006！2014 

日本 �15．6　38．6 �45．1（11．9） �145．6（61．4 �7．3　15，4 �5．3 �7．5 �32．4 �31．3 �16．7　47．6 �10．9 �11．5 �22，7（lt6）15．4（10．0） 

フランス �90．2　81．7 �122．3　　193．6 ��11．6　26．1 �31．5 �48．1 �92．3 �76．4 �146－1178．5 �－ �107．6 �48．5 

注：1．日本の耕種作物の（）外の数字が水田作経営、（）内が畑作経営の所得に占める補助金比率である。
2．日本の養鶏農家の（）外採卵鶏、（）内がブロイラー農家の所得に占める補助金比率である。

資料：日本は農業経営統計讃査営農類型別経営統計（個別経営）から鈴木貴弘とJC総研客員研究員薫香さんが計算。
フランスは、則CA2006SnUATlONFINANClEREETDISPARrTEDESREsuLTATSEcoNOMIQUESDESEXPLOrTATlONS、LesresuItats

ec00omiquesdesexploitatiorISaBicolesen2014から鈴木宜弘作成。

我が国では収入保険を経営安定対策かのように提示しているが、これは過去5年の平均米価が期00田鶴なら年αX）円

を補填基準収入の算定に使うので所得の下支えとはまったく別物だ，基準年が固定されず、下がった価格を順次基準にして

いくのだから「底なし沼」である。米国では強固な「不足払い」（所得の下支え）があり、収入保険はそれに付け足されている

だけなのに、収入閑喚だけを取り出して米国を見本にしたというのはごまかしである。

また、日本の農家の所得のうち補助金の占める割合は4割弱で、先進国では最も低いほうである。かたやEUの農業所得に

占める補助金の割合は英仏が00％前後、スイスではほぼl00％。「これが産業か」と言われるかもしれないが、命を守り、環境

を守り、国土・国境を守っている産業を国民みんなで支えるのは当たり前なのである。それが当たり前でないのが日本である。

米国では我が国の稲作に匹敵する酪農は「公益事業」（必要な量の牛乳が必要なときに供給できないと子供が守れないから

海外には依存できない）と言われ、酪農家に最低限支払われるべき加工原料乳偶成垂邦政府が全国一律に決め、飲用乳価に上乗

せすべきプレミアムも約2紬の郡別に政府が設定している。さらに、2014年から「乳価マイナス餌代」に最低限確保すべき

水準を示して、それを下回ったら政府からの補填が発動されるシステムも完備した。

このような状況で、恥や日欧・日米恥の影響は軽微だから抜本的対策はしない、むしろ、日本の農業は過保護だから

Tmで競争にさらせば輸出産業になると言っていたら、本当に最後の砦まで失い、息の根を止められてしまいかねない「農家

は潰れても構わない」と言っているのに等しい。国民にとっても命の危機である。
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農業琵筆力「弱体他法一要は「農協を使うな」と言っているだけ

規制改革推進会議の提言に沿ってまとめられた「農業競争力強化プログラム」に基づく農業競争力強化法ほか8法が、今後

の農政の方向性を規定しようとしている。その底流には「民間活力の最大限の活用」という表現で「規制緩和すれ席擢諦前」益

は最大化される．」という時代に逆行した短絡的な経済理論を名目にして、その裏には既存の組織のビジネスとお金を自らの

ほうに引き寄せたい「今だけ、金だけ、自分だけ」の人達の「3だけ主義」の思惑が透けて見える。

資材価格の引き下げと農産物販売価格の向上により農業所得向上をめざすとしながら、そのために最も重要な農業者の共

販、・資材の共同購入の強化ではなく、それをむしろ「中抜き」して農家の直接取引を推進するのは膿業所得向上」とは逆行

する。農業競争力「強化」でなく「弱体化」法と言わざるを得ない。

国民が求めているのば米国を含む一部の企業利益の追求ではなく、自分たちの命、環境、地域、国土を守る安全な食料を

確保するために、国民それぞれが、どう応分の負担をして支えていくか、というビジョンとそのための包括的な政策体系の構

築である。競争に対して、共助・共生的システムと組織農協や生協）の役割の重要性、消費者の役割、政府によるセーフティ

ネットの役割などを包括するビジョンが÷連の法案にはない

歴史的に、個々の農家が大きな買手と個別取引することで農産物は買い叩かれ、個々の農家が大きな売手と個別取引するこ

とで資材価格は吊り上げられ、苦しんだ：そこから脱却し、農業所得を向上させるため、農協による共販と共同購入が導入さ

れ、それは取引交渉力を対等にするためのカウンターベイリング・パワー（掠抗力）として、独禁法の適用除外になっているの

が世界的な原則である球国ではC捌地法によって、反トラスト法の適用除外になっているh

つまり、農業所得の向上のためには、協同組合を通じた共販・共同購入が重要であることを、しっかりと法に位置づけるべ

きである。しかるに、8法の元になっている農業競争力強化プログラムには、農産物販売の価路交渉力を発揮するのでなく、

他の買取業者と同列の農家から農産物を買う一買い手になること、資材購入の価格交渉力を発揮せずに、農家とメーカーをつ

なぐ情報提供に徹することなど、共販と共同購入を否定、つまり、協同組合の存在意義を否定するものとなっている（全農はそ

れに着実に応える姿勢を示しているh農産物の買いたたきと資材価格のつり上げにつながり、農業所得の向上とは相いれない

歴史を逆戻りさせるものである。

しかも、「農業生産資材及び農産物の販売に関し、公正かつ自由な競争を確保するため、農業分野における独占禁止法の取締

りの強化を図る」（「規制改革に関する第4次答申」）との方針が示され、農協共販に対して「みせしめ」「脅し」ともとれる公

正取引委員会の査察が数年前の山形、福井に次いで、今年は高知にも入り、独禁法の適用除外がなし崩し的に実質的に無効化

されろ事態が進行しているのも看過できない世界願日を踏みにじる「違法行為」である。

さらに、関連法案では、農協共販解体の先陣を切って酪農が生贅にされた。バター不足を指定団体にかかる規制のせいにし、

取引を自由化すれ信頼各農家所得が上がるという論理はまったく逆で、酪農家が個別取引で分断されていったら、英国のように、

乳価は暴落し、消費者に飲用乳さえ十分供給できない混乱に陥りかねない。

規制緩和が万能薬であるかのように短絡的な経済理論が悪用されるが、規制緩和が正当化できるのは、市場のプレイヤーが

市場支配力を持たない場合であることを忘れてはならない。一方のマーケットパワーが強い市場では、規制緩和は、一方の利

益を一層不当に高める形で市場をさらに歪め、経済厚生を悪化させる可能性があり、理論的にも正当化されない競争市場を

前提とした規制緩和万能論はまやかしである。ところが、シカゴ学派は、「寡占や独占は一時的な現象で、やがて解消されるの

で考慮しなくてよい」と現実の独占・寡占の蔓延を無視する。誰のための経済学かがよくわかる。

この場合、規制緩和でなく、①捕売力を形成できる共販組織の強化、②取引交渉力の不均衡による損失を補填する政府によ

る下支え、こそが正当化されるが、「連の法案には全く言及もされていない。逆に、①が崩されようとしている下で、最低限、

牛肉や豚肉に実施されているセーフティネットを酪農にも適用して「酪農版マルキン」を導入することが必要不可欠である。

関係者が「省令で歯止めをかけてくれるはずだから、騒がないほうがよい」と考えていたら危う↓㌔

貿易の－「眉の自由化以前に進む現場の疲弊

丁岬や日欧・日米m以前の闘階で、このままの政策体系では日本の食と農を持続：執こ守るのは困難な情勢になっている

ことを認識すべきである。我々の試算では戸別所得繍償制度を段階執こ廃止し、生産調整を緩和暮していくという「新顔剣

が着実に実施された場合、10年持たずして米価は1飼50畦）で1万円を切ると見込まれる。

このままでは　コメの総生産は15年後の2030年には670万トン程度になり、稲作付農家数も5万戸を切り、地域コミュニ

ティが存続できなくなる地域が続出する可能性がある。一方、コメの消費量は一人当たり消費の減少と人口減で、如30年には

頒〕万トン程蔓になる。なんと、生産減少で地域社会の維持がJl酒己されるにもかかわらず、それでもコメはm万トンも「余る」

のである。そこで、コメから他作物への転換、あるいは主食用以外のコメ生産の拡大が必要ということになるが、しかし、非

主食用米のうち最も力点が置力れている飼料米については、その需要先となる畜産部門の生産が現状の4－5割程度まで大幅に

縮小していくと見込まれるため、生産しても「誰が飼料米を食べるのか」という事態が）1滴己される。
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表3　柳紬年における品目別総生産・消費指数6015年＝100）と自給率の推定障

ー／生産 �消費 �日経率 

コメ �87．71（600万トン） �75．鯵（600万トン） �115．35 
84：塑 �7523 �111．80 

生乳 �65．兜 �65．77位ズ123．51） �52．62 

牛肉 �5655 �7829 �27．19 

豚肉・ �40．（嶋 �125．84 �10．鎌； 

ブロイラー �55．00 �13020 �2123 

圏
＼書　　．　　　　　　　　えや

資料：JC総研客員研究員姜蕾さん推計。

注：コメ生産の上段は2（X語義010年データ、下段は2（Xn2005年データに基づく推計。その他は2m2005年データに基づく推言上

貿易自由化を勘案しなくても、現状の政策体系では農村現場がうまく回っていかないのに、「層の自由化を進め、岩鞄所得

の下支え）をなくす農政改萬農業繊鞄JA、農業委員会なめの解体などが進められたら、現場はどうなってしまうのか言転作

奨励金棒系膚塀頂iJ維持されることになったが、供給を的確に誘導できる経済的誘因（補助金）の強化が不可欠である。

地方創生と農蘭所得倍増の真実－bだけ主義」の攻撃に負けぬ鴨方よし」で地域を守る

驚くことに、貿易自由化、セーフティネットの撤廃、関連組織の解体を進めても、農業所得倍増ができると言う。要は　日

本の既存農家のほとんどが潰れても、日本の農地の1％でいいAファームとかPファームとかしファームとか0ファームと

かが農業をやりたいと言っている。そういう企業が条件のいい所だけで農業をやって利益があがれば所得倍増のようなものだ、

と言う。

それでは残りの兜％の農地はどうするのか　と言うと、そんな所に人が住むな、と言う。T氏はわかりやすJt K県の中山

間地に行ってこう言った。「何でこんな所に人が住むんだこ早く引っ越せ。こんな所に人が住んで無理して農業をするから、行

政もやらなければならなし㌔　これを無駄というのだ，原野に戻せ」と。地域の伝統や文化、コミュニティはどうなるのか、と

言うと、そんなものは非効率だから要らないのだと。彼らの言う「地方創生」は早く引っ越せということである。

軍事による安保ばかり強調して食料自給率をないがしろにする人達は安全保障の本質を理解していなし㌧一部の企業の農業

がかりに儲かっても国民に食料を十分に供給できなし＼それでは彼らがよく言う安全閑韓はどうなるのか，結局のところ、

それはどうでもいいということのようである。要は、「今だけ、金だけ、自分だけ」で、政権党に結びついている、ごく一部の

者だけの利益が関障されればそれでいレ㌔周りからむしり取って、もっと儲けられるようにしてやれるかどうかが、すべてな

のだと。これぞアベノミクス、これぞ冊。根っこは同じである。しかし、ひとり生き残っても周りが成り立たなくなったら、

自分も持続できないことさえ見えていなし㌔

しかも、きわめて少数の「有能」で巨万の富も得ている人たちが、さらに露削こ私腹を肥やすために政府の会議を利用して、

地域を苦しめている。代表的な方は例えば人材派遣業大手P社のT会長と、0社のM会長、それにSのN社民立派な

経営者だろうが、自分があれだけ儲けてもまだ解け足りないという。なりふり構わずどこかから取ってやろうとする。その筆

頭がこの人たちである。

瑠葡駒経絡
丁氏は、K大学の名誉教授となっているけれども、一番の年収は人材派遣業のP社の会長として1億2がm万円の年収があ

る。彼が政府の会議を利用してやったことが、首切り自由特区と短期雇用でグルグル雑巾のように回していく雇用改革法案の

成立。これはTPP対応でもあったが、誰が儲かるかといえばP社。こんな露骨な利益相反は瞑むべきと筆者は某紙にコメント

したが、「よく言ってくれた。勇気ある行動た　しかし体を大事にした方がいい」という心室いもいただいた。さらには家事

支援外国人受入事業の特区もP社が受注、次は農業移民特区の全国展開構想も主張するなど、留まるところを知らないこ

れが今進んでいることである。

N氏は政府会議の座長の立場を利用して新しい農地集積雛職（中間管理機構）をうまく使って、自社農場へ擾良農地を集積し、

農業委員会組織を骨抜きにして、農業に自由に参入して、儲からなければ農地を自由に転売して儲けられるように画策した。

M氏は郵政を民営化したら皆が幸せになれるなどと言って、座長をやりながら、実は、かんばの宿を0社が安く買い叩こう

としたことがばれてしまった。役員報酬を1年に55億円ももらっても、こんなことしか考えられない大店法を潰して全国の

商店街を潰したのは彼だとの批判もある。こんなことを平気でやりながら、政権の中枢と結びついて、さらに私腹を肥やすた

めに、地域の人々を苦しめている。

鰯ナ呼如一俵達あクまlの綾ク遼L
最近の象徴的「事件」はH県Y市の農業特区である。突如、大企業が農地を買うことができるようになったその企業はピ
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こか，0社の関連会社である。そして社外取締役に就任しているのは誰か、N氏とT氏である。また、この3人だあまりに

もわかりやすすぎる。

つまり、国家戦略特区は国家「私物化」特区である。政樺と近い特定の企業・事業体がまず決まっていて、その私益のた

めに規制緩和の突破口の名目でルールを破って便宜供与する手段だ　自分だけに規制緩和するからおいしい。、このような構造

は獣医学部新設問題のずっと前から、いたるところで進んでいた。

それにしても法的位置づけもない諮問機関に、利害の一致する仲間（彼らは米国の経済界とも密接につながっている）だけを

集めてヾ官轍裏で操る経済産業省）とで、国の方向性が私的に決められ、誰も止められなのは異常すぎる。「国会議員になるよ、

り規制改革推進会議メンバーになったほうが政策を決められる」と与党議員も嘆く。

ごく少数の「3だけ主義」の人たちが、露骨な利益相反を繰り返し、私腹を肥やすために、これでもか、これでもかと国民

を苦しめ、地域を苦しめている。「3だけ主義」と正反対の取組みで地域を守ってきた人々や組織がこんな国家私物化のもくろ

みのために潰されようとしている。何と理不尽な話だろうか，一致団結して跳ね返すときである。

日本の農華物は買い叩かれている－食料の生・処・版も鴫だけ主義」からb方よし」へ

もう一つ認識すべきは日本の農産物は買い叩かれているということである。食料関連産業の規陵は、1鈍め年の49．5兆円か

ら、2011年には76．3兆円に拡大している。けれども農家の取り分は13．3兆円から10．5兆円に減少し、シェアは27．3％から13．7％

に落ち込んでいる。

農家の皆さんの農業所得を時給に換算すると、おコメで館0円、果物や野菜でもうー約円程度。このような時給で頑張って

続けて下さいと言っても、これは無理である。このことを食べる側は考えなければいけない

酪農における農協・メーカー・スーパー間の力関係を計算してみたら、スーパ一対メーカー間の取引交渉力は7対3で、ス
ーパーが圧倒的に餓酪農協対メーカーは1対9で生産サイドが押されている。だから2（熊年に餌危機のとき、餌代が鴫

あたり20円も上がって、生産者が何とかしてくれと言ったけれど、小売大手が駄目だと言って、酪麗家がバタバタと倒れた。

これは日本が最も顕著だった。

他の国では小売価格も3カ月のうちに30円も上がって、皆が自分たちの大事な食料を守るシステムが動いた。このシステム

が働かないのが日本である。これも「今だけ、金だけ、自分だけ」だ。買い叩いてビジネスができればいい、消費者も安けれ

ばいいと。こんなことをやって、生産者がやめてしまったら困るのは国民である。みなで泥舟に乗って沈んでいくようなもの

だと認識して、どうやって自分たちの食料を守っていくのかを考えなくてはいけない

いまでも買い叩かれているのに、対等な競争条件のために、農協を株式会社化して共販・共同購入への独禁法の適用除外を

やめさせるべきだという議論は、大手小売がさらに買い叩いてもうけるための口実で、競争条件をさらに不当にするものであ

る。大手小売の「不当廉売」と「優越的地位の濫用」こそ、独禁法上の問題にすべきである。

図3静農協〃メーカー“ス一子や一間のパワー・バランスの惟定笛
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資料結城知佳・佐藤趨・鈴木宣弘による。

（注）の刊が完全劣位，脚Flが完全蘭難　8脚が完全競争。㌍1が完全協調

カナダの牛乳は1リットル300円で　日本より大幅に商いが、消費者はそれに不満を持っていない筆者の研究室の学生の

アンケート調査に、カナダの消費者から「米国産の成長ホルモン入り牛乳は不安だから、カナダ産を支えたい」という趣旨の

回答が寄せられた。生・処・版のそれぞれの段階が十分な利益を得た上で消費者もハッピーなら、高くても、このほうが持
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続的なシステムではない症つまり、「売り手よし、買い手よし、固詞よし」の「三方よし」の価格形成が実現されている。

（ただし、カナダがこのようなシステムを維持するには海外からの安い牛乳・乳製品を遮断する必要があるため、TPPで断

固たる対応が必要になり、カナダはそれを押し通したカナダはT岬参加国に対する無税の輸入櫛Hや）を新設するが、それ

を超える輸入に対する高関税には手を付けずに維持することに成功している。EUにも同じ。）　軍

兵に強い農業とは－ホンモノを提供する生産者とそれを支える消費者との純

真に強い農業とは何か，規摸拡大してコストダウンすれば強い農業になるだろうか。規模の拡大を図り、コストダウンに努

めることは重要だが、それだけでは、日本の土地条件の制約の下では、オーストラリアやアメリカに一ひねりで負けてしまう。

同じ土俵では勝負にならない少々高いけれども、徹底的に物が違うからあなたの物しか食べたくない、という人がいてくれ

ることが重要だっそういうホンモノを提供する生産者とそれを理解する消費者との絆、ネットウークこそが強い農業ではない

か。

スイスの卵は国産1個純一）50円もする。それでもその卵のほうが売れていた（筆者も見てきた1小学生くらいの女の子が買

っていたので聞いた人がいた。その子は「これを買うことで生産者の皆さんの生活も支えられ、そのおかげで私たちの生活

も成り立ちのだから、当たり前でしょう」と、いとも簡単に答えたという。キーワードは、ナチュラル、オーガニック、アニ

マル・ウェルフェア（動物福祉）、バイオダイバーシティ（生物多様性）、そして美しい景観である。こういった要素を生産過

程において考慮すれば、できたものもホンモノで安全でおいし↓㌧それはつながっている。それは値段が高いのでなく、込め

られた価値への正当な対価だと国民が理解しているから、生産コストが周辺の国々よりも3割も4割も高くても、決して負け

てはいない。

それでもスイスの農業所得のほぼ100％が補助金だというのだから、まだまだ十分に買い支えていないということになる。

それについては、イタリアの水田の話が象徴的である。水田にはオタマジャクシが棲める生物多様性、ダムの代わりに貯水で

きる洪水防止機能、水をろ過してくれる機能、こうした機能に国民はお世話になっているが、それをコメの値段に反映してい

るか，十分反映できていないのなら、ただ乗りしてはいけない　自分たちがお金を集めて別途払おうじゃないか、という感覚

が税金からの直接支払いの根拠になっている。

根拠をしっかりと積み上は予算化し、国民の理解を得ている。スイスでは環境支払叫豚の食事場所と寝床を区分し、外

にも自由に出て行けるように飼うとや30万円、生物多様性維持への特別支払叫草刈りをし、木を切り、雑木林化を防ぐことで

より多くの生物種を維持する作業）170万円などときめ細かい。個別具体的に、農業の果たす多面的機能の項目ごとに支払われ

る直接支払額が決められているから、消費者も自分たちの応分の対価の支払いが納得でき、直接支払いもバラマキとは言われ

ないし、農家もしっかりそれを認識し、誇りをもって生産に臨める。このようなシステムは日本になしヽ

さらに、米国では、農家にとって必要な最低限の所得・価格は必ず確保されるように、その水準を明示して、下回ったら政

策を発動するから安hしてつくって下さい、というシステムを完備している。これが食料を守るということだ農業政策は農

家保護政策でなく、国民の命を守る真の安全掬5輩輿策である。こうした本質的議論なくして食と農と地域の持綿擬展はない

農協「改革」の真実と対応方向～外部突撃は樹垂開糸・内部不満に！拍動轟改善

農協「改革」というのは名目で、実質は「解体による収奪」である。農業所得向上、農協の販売力強化は建前で、本当はその逆を

狙っている。地域のみんなを支えてきた農協の事業とお金を引き剥がして自分たちの側に持っていきたい人々のための私益追求だ，

だから、「農業所得向上、農協の販売力強化」の自己改革案は先方にとっては何の意味も持たない。

多国籍化した大企業の経営陣はその資金力を利用して、政治、官僚、マスコミ、研究者を操り、大多数の国民を欺き、さ

らなる利益集中に都合の良い制度改変を推進していく。呼止め血頭対等な競争条件）の名目の下に「企業利益の拡大にじゃま

なルールや仕組みは徹底的に壊す、または都合のいいように変える」ことによって、人々の命、健康、暮らし、環境よりも目

先の企業利益を追求する。この「今だけ、金だけ、自分だけ」（3だけ主義）の行為こそが「1％」（富の集中する人々に対するス

テイグリッツ教授の象徴的な呼称）による「自由貿易」や「規制改革」の主張の本質だ⊃

「郭に利益が集中しないように相互扶助で中小業者や生活者の利益・権利を守る協同組合などの組織は「今だけ、金だけ、

自分だけ」には最もじゃまな障害物である。そこで、「既得権益」「岩盤規制」と攻撃して、それをドリルで壊して市場を奪っ

て私腹を肥やそうとしている。これが「対等な競争条件」要求の実態だっ例えば「相互扶助」として優遇されている「共済」

は先方にとっては存在そのものが否定されるべきものなのである。

TPP類似の協定やそれと表裏一体の規制改革、農業・農協「改革」を推進している「今だけ、金だけ、自分だけ」しか見え

ない人々は狙っている。「農協解体」は、50兆円の郵貯マネーを狙った「郵政解体」と重なる。日米国金融資本が狙っている

の樹調と共済の計1約兆円の農協マネーであり、次に農産物をもっと安く買いたい大手小売や巨大流通業者、次に肥料や農

薬の価格を上げたい商社、さらに農業参入したい大手小売・流通業者、人材派遣会社などの企業が控える。だから「農協が悪
い」を大義名分にして、市場を奪おうとしている。
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先方の言う「改革」＝「解体」であるから、先方の指示するレールの上で、優れた「自己改革案」を出せば乗り切れるとい

うのは見当違いである。共生と競争のバランスなくして遍く行き渡る偶C瑚務的な地域発展は望めない地域全体を支え

る共生セクターの必要性を真正面から訴え、真っ向から闘わないかぎり間違いなく潰される。2016年11月11日に出された税

制改革会議の農協改革案、生乳流通改革案は∴旭の共同販売（個別農家対応で買いたたかれないよかこ共同で販売する）、共同

購双個別農家対応で資材を吊り上げられないように共同して購入する）を否定し、信用・共済事業を分離するという形で農

業協同組合の存在そのものを否定するものであり、「真っ向から闘わないかぎり間違いなく潰される」と筆者が指摘してきたと

おりである。入
、JAの信用・共済事業を攻撃する狙いは郵政解体と同じである。先述のとおり、米国の金融保険業界が日本の郵貯マネー3紬

兆円の運用資金がどうしても欲しいということで、「対等な競争条件」の名目で解体せよと言われ、郵貯マネー350兆円にメド

が立った次に必ずほしいと言っているのが350兆円に次ぐJAマネーの運用資金150兆円である：全国2万局の郵便局でA社

保験の販売が実現したので、次は全国のJA店舗窓口がターゲットになる。

全国では、鮪事業年度で営農指導事業の経常ベースの部門赤字額は1，100億円（153百万円／lJの、これを信用事業で3館

億円、共済事業で212億円、農業関連事業（販売・購買）で蛮充億円、生活事業等で118億円負担している。農があって食が

提快できて地域のみなさんの暮らしも成り立亀その地域のみなさんにも信用事業や共済事業を利用してもらうことでそこ

に集まってくる資金の一一部を農親閲拡：来的にサービスで赤字の持ち出しが必鯨）に運売する。結局は自分たちの食をみんな

で支えるというサイクルを農物が地域で回している。まさに「共助」「共生」である。農協を核にして、地域の農と食と暮ら

しが循環する。信用・共済事業を切り離せというのならそれでは農業闘瞳ができなくなるのだから、農協は農薬振興を、とい

う話と矛盾することになる。農業振興をせよというなら、信用・共済事業は切り離せないということだ，

農業基本法が食料・農業・農村基本法に改称されたことに象徴されるように、食と農と地域は一体的にとらえる必要がある。

職能組合」に純化すべしとの主張の根拠として、産業政策と地域政策を切り離すべき、と語られるが、農と食と地裁は一体

的につながっているのだから、農村として一陣で考え、そこを出発点にしなければ、農村を守ることはできない

協同組合の税制上の陸運階霞がイコール・フッティングになっていないというなら、むしろ、JA側から自ら税制上の優遇

措置を返上する選択が可能であれば「今だけ、金だけ、自分だけ」の求めるイコール・フッティングは実現することになるか

ら、彼らはそれ以上文句は言えない。こちらは不当な経営への干渉だとして、頑として跳ね返せばよい

また、そもそも准組合員の利用規制は法律に抵触する。農協法12条の「組合員資格」では准組合員は正組合員とともに「組

合員」を構成しており、議決権は付与されていないが事業前脚権は付与されている。さらにICA（国際協同組合同盟）宣言

は自主的で開かれた組会員制（第1原則）、堪域コミュニティの持続可能な発展に努めること（第7原則）を掲げている。つまり、

准組合員やそれ以外の地裁住民全体への貢献をめざすのが協同組合の真髄なのであって職能組合であるべきという論理とi湘

容れない。

農協が販売する生産資材が高いという指摘についてはそもそもメーカーが農協に販売する価格が高いことも大きな要因で

ある（ある新聞がそのことに触れようとしたら、官邸筋から「弘が悪い」だけの見出しと内容にするよう事前検閲が入ったと

いうお商社系列は資材価格を高くしようとし、一方、量醐日工業者は農産物を買いたたこうとする。それを何と力適正な

価格にしようと努力しているのが農協である。農協を解体してしまったら農産物はさらに買いたたかれ、生産資材価格は高く

つり上げられる。実は、それが農協解体の狙いのひとつだ。やはり農業所得向上という名目とはまったく逆なのが政府の「農

協改革」だということがわかる。

農協が地域全体を支えることの重要性の一方で、地域のなかで規模拡大した一部の農家が農協に不満を持つような面もある。

品質向上に努力した農家の努力の結果が反映されにくい側面もあるため、「個」の倉憶工夫の追求と「組織」一の結集で生まれ

る価格形成力の発揮との両立は難しいとの指摘もある。

高品質のものは少しでも高く買っていくことが必要で、販売品を個別に分けて扱うことも今はコンピュータを利用すればで

きる。生産資材についてもロットがまとまれi鞍くするような仕組みもつくれる。大型農家も集落法人も農協の組合員なのだ

から何が農協には必要なのか、よく聞いて話し合うことだ，「個」の努力の結果が「組織」で評価されない事態を改善する手法

は、今は十分にある。それをさらに徹底して広げていけば、農協への批判は飛躍的に改善できる。組合員からの不満の声には
一つ一つ真塾に耳を傾けて、改善すべきは徹底的に改善する対策を提示すべきである。それが「自己改革」である。組織の結

束力強化と個々の倉慮工夫が評価できる仕組みが対立するのでなく最高の形で融合することが販売力強化による農家の所得増

加には不可欠である。組織が目先の組織防衛に走れば墓穴を掘る。農業が崩壊して、地域が崩壊して、組織だけが生き残れ

るわけがない「組織が組織のために働いたら組織は潰れる。拠って立つ人々のために働いてこそ組織も存続できる」ことを忘

れてはならない。

准組合員規制を人質にして「どちらを選ぶ力￥　と言われて、順に要求を呑まされていったら、気が付いたら何も残っていな
し㌔「傷が浅いほう呑む」闘いを続けていては先方の術中にはまり、やがてはなし崩し的に息の根を止められる。「共販」

から買取販売に向けて、どうして数値目標を決めて政府に報告しないといけないの力㌔そもそも、こうした要請は憲法2条と
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