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随想 八○年代初頭，農業青年は何を考えていたか

経済学部教授 飯　島　充　男

　以下の随想は，1984年に筆者がr農家は今何を

考えているか一一傍観者の思い込み的推測　」

と題して『季刊・総合雑誌　ふくしま』第8号（季

刊・総合雑誌ふくしま出版委員会，1984年1月）

に寄せたものである。

　あれから10数年を経たが，当時の農業青年も中

高年に達しつつある。しかしこれらかつての農業

青年は市場流通の波のなかで自らを陶冶しつつ，

消費者層と結びつく中で自信を持ち，風格を備え

てきているように思われる。r考える農民」とは

昭和20年代の農村文化運動のスローガンだったが，

市場メカニズムがやはりその原動力であったのだ

ろうか。

　　　つちくれ
一　「土塊の詩」

　初めに以下の詩を御覧いただきたい。喜多方市連合

青年団の庄司能郎氏の作である。

　　土　塊　の　詩

土塊とは，土の塊のことである

俺の家は代々百姓で

土を食らって生きてきた

だから，俺の体にも土塊の血が

脈々と流れていて

土を食らいながら生きている

でも，百姓は変わったな

時代が変わったんだから，しかたがねえか

やっと俺の家に機械の時代がきた

トラクター，コンバイン，田植機械，その他諸々

そうさ，俺の家も近代百姓の仲間入りだ

しかし，おかしいぞ……

機械はそろったけど，百姓だけじゃ食えなくなり

いくら働いても　　食えなくなった

機械の奴が百姓を食い始めてきた

機械がたんぼや畑を食っていった

楽になった分だけ貧乏になった

もう百姓は，百姓でなくなった

白いワイシャツを着て，片手間に百姓をやる時代に

なつちま一）た

命を育てることなんか忘れちまってる

百姓が会社員になつちまってる

朝晩だけの百姓なんか百姓じゃねえ

百姓は，朝から晩まで土と生きるのが百姓

隣の家では百姓に見切りをつけて，土地を売っばら

って勤めに出た

今では白いワイシャツの会社員様だ

そんな事を見聞きするたびに，なんかやりきれない

でも，俺は生きてやる　百姓で生きてやる

死ぬまで土喰って生きてやる

太陽の恵みをうけて

雨の恵みをうけて

生きている作物を作ってやる

白いワイシャツなんかくそくらえだ

（『第27回福島県青年問題研究集会資料』福島県連合

青年会，1982年2月）

　庄司君は百姓をやり始めて三年になるという。しか

し彼の家では百姓だけでは食えなくなった。家のロー

ン，機械のローンなどで，百姓であげた金は全部消え

てしまう。百姓で生きようとする彼には，やりきれな

い気持ちがいっぱいだ。その心情を詩にしたのである。

彼はまたr俺の手」と題する詩も書いている。

　　俺　の　手

真っ黒な手

まめでかたくなった手

ふしくれだった大きな手

機械油にまみれた手

百姓の手

俺の手

太陽が好きな手

白いワイシャツが似合わない手

土にまみれた手
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小さな命を育てる手

百姓の手

俺の手

自然と生きる手

大好きな手

百姓の手

俺の手

　庄司君の詩にみられるように，今専業農民として生

きるのはやりきれないほど大変なことである。とりわ

け石油ショック以降農産物価格は低迷を続けている。

過剰で米価は据え置かれ，牛乳は生産調整を続けてい

る。80，81，82，そして83年と4年続きの冷害・不作

で，収入の柱である米はフラフラの状態である。米以

外の作物に走ろうとしても，牛肉，リンゴ，野菜など

はすでに過剰で価格は安い。その上に牛肉などは，自

由化さえ迫られている。

　いっぽう経費は上昇するばかりである。農業機械も

肥料，農薬もr着実に」値上がりしている。さらに運

賃，ダンボールなどの出荷経費も嵩むばかりである。

二　　「農民の心」の揺らぎ

　ことはたんに農家の経済だけの問題ではなくなって

いる。農家の意識自体が，もはや全体としてr農業は

ダメだ。ばからしい」という具合になっているようだ。

仕事柄農家に直接会ってヒアリング調査をする機会も

多いが，中高年の世帯主はほぼ一様にr息子はいいと

ころに勤めて欲しい」という気持ちでいるように思わ

れてならない。農政の批判はたしかにするのだが，農

業の未来については最初からあきらめているかのよう

である。

　この農業に対する絶望感あるいは期待感喪失は青年

の中にも色濃く投影されている。たとえばr農業婦人」

と題する玉川村の女性の一文は，その一端を示してい

る。

　中学生の頃迄は“農業”という言葉に対して，あ

まりいい気持ちはしなかったのです。むしろ，都会

生活に憧れてたものでした。

　日に焼けた黒い顔で，田や畑を耕しているよりは，

きれいな服を着て，颯爽と町を歩いてみたかったの

です。

　それに何となく，農家の娘だというと田舎者だと

馬鹿にされそうで，とても嫌でした。

　何で農家になんか生まれてきたんだろう，と思っ

たこともありました。

（『第28回福島県青年問題研究集会資料』1983年2月）

　この女性は高校時代に体調を崩して以降，農業の良

さを認識してr農家に生まれてきたことを，とても感

謝するようになった」。しかし一般には農業よりも会

社勤めをしたほうが楽だし，格好も良いという若者の

ほうが多く見受けられる。玉川村の女性の中学生時代

までの意識がそのまま続くのが普通なのである。第24

回の福島県青年問題研究集会q979年2月）の資料で

は，いわき市久之浜の青年が近所の青年の発言のいく

つかを記している。その中でr俺は会社に勤めている

んだが，休みの日は家で手伝いをしているんだ。でも

なあ，一度会社勤めをしたら，農業なんていうのはば

からしくてやっていらんねっつうのが本音だ」との発

言を紹介している。

　r百姓十年目」と題する東和町青年会の佐藤佐市氏

の文章もその問題を指摘しているが，佐市君によれば，

農業高校にもその雰囲気が蔓延しているという。

　文部省より自営者養成校の指定を受け，寮生活を

体験しながら，三年間高校生活を送った。農家の長

男として生まれた私は，ごく普通にこの学校に入っ

たわけである。もちろん卒業したら農業をやるつも

りだった。というよりも，農家の長男としては，家

の跡を継ぐのが当たり前だったからといってよい。

だから特別にr農業」を，それほど意識して，高校

に入学したわけではない。

　入学してビックリしたことがある。というのは，

私の科（クラス）は，あまり優秀な科ではなかった

せいか，他の普通高校とか，工業，商業高校に入れ

そうもないので回されたという人が，あまりにも多

くいたことである。だから農業高校でありながら，

私のクラス内では，r土」とかr百姓」とかがすご

くr泥くさい」ものとして受け止められ，純粋にr卒

業したら農業をやらなければならない」と思ってい

た私たち長男たちも，農業高校に入学したとたんに，

r土ばなれ」したんではないかとさえ今になって思

う。

（『第24回福島県青年問題研究会資料』1979年2月）

農業はつまらない，希望が持てないという意識の根
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底には，労働のきっさの割には酬われないという経済

の問題があるのは事実であろう。しかしその経済の問

題を前にしてあまりに簡単に農家が負けてしまってい

るというのが，私の率直な感想である。r存在は意識

を規定する」という。経済的な現実が基本的に農民意

識を規定しているのはわかる。わかるにはわかるが，

私から言わせればr存在が意識を規定しすぎている」

あるいはr意識が存在に規定されすぎている」のであ

る。経済的に困難な現実に振り回されすぎて，人間の

意識の能動性があまり発揮されていない，といっても

よい。

　それはひとつは生産におけるr農民の心」の崩壊で

あり，もうひとつは生活におけるr農民の心」の消失

であろう。rもの言わぬ農民から怒ん百姓に」と題す

る東和町下太田青年団の菅野正寿氏の観察は鋭い。

　一昨年，私達の部落で基盤整備が実施され，一枚

の田んぼが約一反歩になり，用排水も整備された。

同時に，トラクターを購入する農家が二軒，三軒と

なった。昨年私が耕転機でしろかきしているのを見

かねて，親類の人がトラクターでかけつけてくれた。

　稲刈りが済んだ頃，農機具屋さんが，r今度はト

ラクター買つた方がいいよ」と売り込みにやってき

た。rんでも，畑は傾斜で，田んぼくらいにしか使

かわねえから」と私が渋い顔をしていると，ばあち

ゃんがrみんな機械使う時，一人だけ手で田んぼ起

こしていられつか。やっぱり社会の流れに合わせて

いくしかねえんだ」とくちをはさむ。

　「流れに合わせて生きるしかねえ」とは言うが，

その流れの行きつく先は何か，と自問しながらも知

らず知らずのうちに流されている現実が口惜しい。

　年に数回しか使うことのないトラクター代を稼ぐ

ために勤めに走り，田植も稲刈りも農作業は日曜日

に合わせる。そこには，自然の移り変わりの中にあ

る作物を観察し，管理する農民の目は消えてゆく。

経済合理主義を追求するうち，自然と一体にある人

間，その人間の心までが流されてゆくことはいつそ

う悲しい。

（『第27回福島県青年問題研究集会資料』1982年2月）

　正寿君は，農家の中にr勤労」を尊ぶ意識が消えつ

つある状況をこの文章で的確に抉り出してくれている。

また生活のあり方についても興味深い描写をおこなっ

ている。

　我が家は，養蚕を中心に，米・牛（繁殖牛）の複

合経営である。働き手は両親と私であるが，冬は三

人とも日稼ぎに出る。母は12月まで農協の米出荷に

臨時雇用として働いたが，その後も引き続き農協職

員とともに，肥料・飼料の配達，セールス，テレビ

の修理等に働いている。

　そして母自らがセールスしている温風付石油ス

トーブなるものを，我が家でも買うはめになった。

これまで我が家にはストーブはなく，掘りごたつに

炭を入れて一家だんらんがあった。もちろん炭焼き

をしているからであって，それは養蚕にも使われる。

ストーブはあってもいいが，必要欠くべからざるも

のではなかった。私はrそんなの必要ねえ。都会の

団地やアパートならまだしも，ここは炭も薪も売る

ほどあるんだぞい。まねすっことない」。母曰く「ん

でも，うんねえど農協でもこまるし，ストーブの一

つくらいあってもいいべえ」。r農協は誰のためにあ

んだい。ますます百姓からしぼりとって……」。

　かくして農協は，その組織を維持せんがため，農

機具・肥料・飼料・農薬会社から冠婚葬祭にいたる

まで，下請的商社となって，農民とメーカーとの媒

介となっている。百姓自身も，山間地帯でありなが

ら水洗トイレに腰かけ，石油・ガス風呂にどっぶり

とっかり，あたかも都会の真似をすることが近代的

な暮らし方だという錯覚におちいっていると思えて

ならない。

　昔通りの不便な生活や厳しい作業にrおしん」のよ

うに堪え忍べ，といっているのではない。都市的な生

産・生活のあり方のみを基準にするのではなく，農民

的な生産・生活のあり方を自分なりに確立していくこ

とが重要だと思うのである。

三　自ら命を絶った24歳の青年

　しかし実際専業的に農業だけで生きようとすること

は難しい。意識をどう変えたところで，農業専業で生

きていくのは至難の業なのである。農水省『農家経済

調査』によれば，現在では農家の所得は経営規模とは

逆相関になっている。つまり経営耕地規模の小さな

「農家」のほうが，大きな農家よりも所得が大きいの

である。これはもちろん農業に依存する度合が大きい

ほど所得が上がらず，いっぽう兼業従事の度合の大き

な農家は比較的容易に所得の集積ができることを示し
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ている。

　昔は五反百姓，三反百姓のほうが，二町の農家より

も生活水準は低かった。ところがそういう経営規模の

小さな農家は早くから農業に見切りをつけ兼業従事に

徹底してゆき，それなりの生活改善がなされる。昭和

40年前後には，かわって一番生活水準が低いのは1町

前後の層になっている。その生活水準の最低ランクは

その後1．5町歩へと上昇し，さらに2町歩にまでなっ

てしまったのである。

　もちろん一般に農家が働ける働き口の労働条件には

大いに問題がある。賃金水準の点でも雇用の安定性の

面でもなお不十分であり，農家が日本の低賃金構造の

一環に組み込まれて，安くて質の良い労働力供給をお

こなってきたのは事実である。ところがそうした問題

のある兼業先と比較しても，なお農業よりはマシなの

である。

　浜通り地方のさる農協の組合長氏の話では，年末に

農協への未払い金をいっぺんに精算するのは兼業農家

で，何度も農協に足を運ぶけれども結局農協への負債

を残すのは専業農家であるという。

　最近農民の土地売却が増えている。それも小さな農

家が売るのではなく，経営規模の大きな農家がかなり

の面積を処分している。これは負債整理を理由とする

のがほとんどである。負債の理由は放蕩もあるが，畜

産経営等での負債累積，農機具購入のための負債等，

農業経営そのものからの負債の累増が最近目立ってき

ている。昨年出会った会津平坦の一農家もその典型事

例である。56歳の父親はこう語っていた。

　昭和54年に長男が自殺した。会津坂下町の会津農

業センターで勉強もし，アメリカにも研修旅行に行

った。母豚60頭で一貫経営をめざし，赤外線カメラ

を設置した立派な豚舎も建てた。しかし7千万円ほ

どの借財を抱え，病気をしていたこともあってか，

54年の5月に自殺してしまった。前年に次男を心臓

病で亡くしていたので葬式を2年連続でやった。長

女は横浜に嫁に出していたので，今子供は一人もい

ない。妻と二人ではじめて養豚に取り組んだ。豚は

やったことがなかったので大変だった。ずいぶんと

事故で母豚も死なせた。死んで2～3日も放置して

おくと腐敗してガスがたまり，体が膨れる。豚舎の

ケージから出そうにもはさまってどうしても引っぱ

り出せない。泣けたもんだ。

　その時点での経営耕地は水田252アール，畑20

アール，他に豚舎敷地があった。部落の中でも収量

の高い，ほとんど一団地の130アールを会津若松市

の農家に10アールあたり300万円で売却して，4千

万円強の金を作り負債にあてた。まだ3千万円ほど

残っているが，これは徐々に返済してゆくしかない。

　当時息子は24歳だった。7千万円の借金を自分一

人の背には負いかねたのだろう。全部まかせていた

が，可哀想なことをした。しかし人には迷惑をかけ

たわけではないし，人が10年20年かかってやること

を短期間にやったのだから，息子も満足だったろう。

そう思うしかない。

　負債はとくに畜産農家に深刻で，酪農，肉牛，豚，

鶏といった畜種にかかわらない。平均的に1千万円以

上の借金をかかえるといった状態のようである。

　施設園芸農家も100万から200万くらいの負債はどこ

にでもあるという。安達郡のあるハウスイチゴ農家の

場合も，1，400万円の負債があったが，農協は隠して

いた。ついにどうしょうもなくなって，その農家が農

業委員氏に相談にきたので，その委員氏は自作農資金

の再建整備資金（利率6．5％）を借りさせた。しかし

まだ800万くらい負債は残っている。農協は土地を売

れば返せると見ているという。

　農業に生きようとするのは今や大変な時代なのであ

る。

四　稲一株と菊一本

　農家がさしあたり関心を持つのは農産物の価格問題，

流通問題のようである。会津塩川町の湯浅寛治君は

r稲一株はキク一本以下」として，以下のように語っ

ている。

　現在，水田の1坪当たり80株植わっているところ

は珍しくない。これを1反にすると80株×300坪＝

2万4千株になる。10俵とれて18万円になるとしよ

う。一株あたりいくらになるかといえば7円50銭で

あり，これが我々農民の売り値である。

　次に消費者の場合を考えてみよう。ササニシキ10

㎏当たりで4千9百円である。これを60㎏（1俵）

に換算すると2万9千4百円となる。反当たり10俵

で計算すれば29万4千円である。2万4千株植わっ

ていたとして，一株は12円25銭である。稲刈り前の

よく実ったササニシキは，一株12円25銭払えば買う

ことができるのである。
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　花屋へ行って一本12円の花を探し出すのは容易な

ことではない。あったとしてもそれは上級品ではな

い。だが稲の12円は最上級品なのである。

　いま土木仕事をやれば1日1万円というのはとく

に珍しいことではない。2日働けば農家で売る米1

俵より多く得られる。3日も働けば東京でササニシ

キ1俵を買うことができるのである。米1俵は60㎏

だが，桝目に直せば大体4斗である。1日1升食っ

たとしても40日間は食うことができる。5合だと80

日間になる。極端なことをいうと，たった二日間の

土木仕事で1，2ヶ月間は楽に生きられるのである。

　たわわに実った稲の一株がキク一本より安かった

り，土木工事に2，3日従事すれば，生命を維持で

きる米が1使手に入るのである。それでも米が高い

となぜ言われなけれならないのか。r貧乏人は麦を

食え」と言った宰相のように，米は高くなければな

らないとは思わない。だがこれでは不当に安すぎる

と思われてならない。

（r第28回福島県青年問題研究集会資料』1983年2月）

　あれだけ丹精して育てた米があんなにも低く評価さ

れてしまう現実に，22歳の湯浅君は声をあげざるを得

ない。こんな現実は当然若い女性の目にも映りr大変

だろうな」と感じさせる。石川町のある女性は同じく

『第28回資料』のr農業婦人」と題する一文で以下の

ように語っている。

　農業を全然やっていない私が，こんなことを言っ

たらr生意気」と反感をもたれるかもしれないが，

何となくr農業（農家）を継いでいる」と聴くと，

すぐrああ大変だろうな」と思ってしまう。

　r大変だろうな」とのイメージを与え，実際結構な

労力をかけている割には，価格的に恵まれない現実に

当面している専業的農業青年は，今かなりr農協離れ」

しつつあるようである。

　霊山町のあるシイタケ栽培農家は，一昨年乾燥シイ

タケを農協ではなく業者に出した。そしてシイタケ自

体も市場に自分たちで持っていくこともやってみたそ

うだが，大いに勉強になったという。農協に出さない

理由はもちろんr出荷経費」がかかりすぎて手取りが

少ないためである。

　出荷経費は，ダンボールケース等の資材代，運賃，

系統（全農・経済連・単協）手数料，市場手数料など

からなっている。この経費のため，りんごが15㎏5千

円で売れたとしても，実際の手取りは半分程度になっ

てしまう。野菜などは出荷経費のほうが多すぎる場合

がしばしばのようである。

　この出荷経費の嵩みにはやむを得ない側面もあるが，

農協の対応が不十分なために問題をより深刻にしてい

る面もないではない。そのひとつは，農協の扱うダン

ボールなどの資材価格が一般業者よりも高い場合があ

ったりするからである。資材引き下げの努力が不足し

ているのはやはり事実であろう。

　ふたつめは，農協の販売努力の不足である。農協経

営自体は実は信用事業によって支えられている場合が

多い。銀行や保険屋さん的業務のほうが収益性が高い

となれば，手間と経費のかかる営農指導や販売事業に

は手を抜きたくなるのも道理かもしれない。農業の協

同組合でありながら，その本旨を忘れて経営主義的対

応に終始していれば販売価格も高くはなるまい。農民

はもっと一所懸命に販売してくれる伊達果等の専門農

協や民間集荷業者に出したり，いわゆる産直等に向か

うことになる。系統出荷では地元市場を軽視して，運

賃も手数料も嵩む大消費地にばかり出荷するという問

題もある。

　とくに県北ではr産直」がr有機農法」と結びつい

て目立ってきている。中間的な経費を省いた流通のあ

り方に今の農民の関心は高い。

　人間の命を支える食糧の安全性に対する認識の深ま

りはたしかにある。流通問題一般に対する認識の深ま

りもたしかにある。しかし私は一番大きいのは，農民

の生活が大変になってきたからだと思う。今まで通り

の流通に身を任せていたのでは，専業農民は生きてゆ

けなくなったのである。しかしこの動きは大変貴重な

ものであろう。前出の「怒ん百姓」志願の東和町の正

寿君は語る。

　私は冬場土方に足を運んでいる。それもこの春で

足を洗おうと決意した。今，自然養鶏に挑もうと思

っている。

　現在の，土も太陽も浴びず外国の添加物入りの飼

料を食わされているケージ養鶏ではなく，土にふれ，

太陽を浴びた放し飼いの，しかもなるべく自給飼料

による卵を，学校給食や直売を通じて地元の人たち

に食べてもらいたい。生産手段を外国や工業から自

分の手に取りもどしたいと思うからだ。本物を食べ

たいし作りたい。自給することを通して主体的に生



52 福島大学生涯学習教育研究センター年報　第2巻 1997年3月

きることを考えたい。もちろん現実は厳しい。そう

うまくは行かない。けれど，どこかで工業に身をゆ

だねることを断ち切らない限り，農業はますます攻

撃されるし，私自身の主体性も失う……。地域の伝

統を受け継ぎながら，まだまだ根強い影を落として

いる封建的な村の風習を，どう民主的に作り変えて

いくか。身の回りのことから出発して考え，青年団

活動を結婚後もどういう形で発展させていくか。そ

のためにはもっと自分自身にも地域社会にもカッ！

と眼を開いて，もたれ合い，慰め合いを乗り越え，

怒らなければならない。怒ん百姓になるのだ。

（r第26回福島県青年問題研究集会資料』1981年2月）

五　衝動の春

　流通面に関心をもち，生産面でもr自然農法」・「有

機農法」の実践を行う農民のいっぽうで，r企業的経

営」に夢を託す青年もいる。竹中一雄氏や叶芳和氏の

描くr先進国型農業ビジョン」に共鳴し，価格補償政

策がなくなっても俺だけは生き残って大規模経営を確

立し，企業的農業経営を行うというのである。

　こうした指向の青年は，稲作主体の場合，兼業農家

の土地を借地の形態ででも集積して，大規模稲作経営

を確立したいと考えている。しかしこの道もなかなか

容易ではない。

　稲作では規模拡大が簡単ではないとすれば，いきお

い畜産とか施設園芸に向かわざるを得ない。畜産経営

でもその理念は「自由化しても生き残れる経営」であ

る。アメリカやヨーロッパでも最先端の技術を日本に

導入する。これはうまく行けばよいが，失敗すると前

出の自らの命を絶った24歳の青年のように7千万円も

の負債の重圧にあえぐことになる。彼はそうした無責

任なr規模拡大主義」に踊らされた犠牲者であると思

われてならない。

　規模拡大オンリーでなく，家族労働力を基本に自分

の足元を常に確認しながら前進している農民も多い。

こうしたr小農」的な複合経営が現在相対的にもっと

も安定的な経営形態だと私は考えている。小農die

cleine　Bauemとはrじぶんの家族とともに通常耕f乍

しうるよりは大きくなく，家族を養うにたりるよりは

小さくない地片の自作者もしくは小作者　主としては

前者一のこと」（エンゲルス）である。つまり家族協

業主体で利潤は必ずしも必要としない農民経営である。

前述のr怒ん百姓」志願氏もそのなかに入ると思われ

るが，農協に結集しながらそうした安定的経営をめざ

す青年も数多い。霊山町の別の知人もr乾燥しいたけ

研究会」を作り，r福島有機農業産直研究会」を作っ

て福島消費組合との産直活動を行いながらも，常に農

協との関係に配慮している。

　農業の技術は十分で，組織的能力にたけ，今の農政

のあり方にきちんと文句を言える「怒ん百姓」　　こ

うした三拍子そろったオール・マイティさを今の専業

的農民層は求められている。そうした資質を身につけ

ようと指向する農業青年が増大してきているのは事実

である。経済的に必ずしもメリットがなくとも，そう

した指向性を示すのは，一般的に言えばやはり「人間

のいきがい」のためであろうか。そして特殊的にはr土

魂の詩」の故であり，佐藤佐市君（前出・東和町）の

感じたr春」のためであったろうか。

　その年（高校卒業の年）の冬，出稼ぎに行った。

千葉県でガス管の穴掘り。塩釜の造船所。ここで一

ヶ月間100時間もの残業を残業をさせられて，12万

円ぐらいもらった。早くやめて帰りたかったが，つ

ぶれそうな会社だったもので，金ももらえずやめら

れなかった。3月下旬，一人で帰ってきた。電車の

窓から耕転機で田んぼを耕している光景を見たとき，

農業という職業にすごい暖かさと，やわらかさを感

じ，造船所の甲板の中のギンギンした冷たさとは全

然違うものだと思った。家に帰って，一冬分の牛の

堆肥を畑に運んだ。やわらかい土に，鍬をグサッと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つきさしたような，そんな衝動にかられた春だった。


