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先人に学び、日本を哲学する《特別編》

美しい国日本の建設の為に
〝皆農制〟を！

飛岡

健

～明日を担う若者を〝農業〟を通して育てる為に～⑥

（株）人間と科学の研究所 所長

美 し い 国 日 本 の 建 設 の 為 に〝 皆 農 制 〟を ！

第

章 〝皆農制〟実現への道のり

整える作業を行い「法案」として上呈

に関して行い、法案としての姿、形を

る為には「政策研究」をこの〝皆農制〟

は、ここでの理念を法案として提出す

することであろう。何よりもその為に

も良いから法案として提出するように

１００万円の支

人の若者に年間

である。仮に１

用を負担するか

案件もある。そして、何よりも誰が費

して資金面をどう考えるのかの重要

る法律や雇用に関する法律もある。そ

〝食糧安保〟を考え、
〝皆農制〟を実施

る。まず全体としての戦略目標として

しかし、それは枝葉末節な問題であ

処罰規定も必要となることであろう。

し、可決し、法案の施行、実施に持っ

援金を出しても、

にこのプログラムをどう整合的に組み

それでは前出の２つのような「事実

ていくことである。こう書いてしまう

１００万人とし

細目が大変になる筈である。

の正しい認識」
、
「危機感の醸成」を成

と簡単にみえてしまうが、この法案の

ても、１兆円で

入れるかの課題もあるし、農業に関す

し得たとして、その次にはどのような

中身は大変に大きな内容なので、次に

ある。このくら

（前号からの続き）

事を成していけばよいのだろうか。こ

述べるように多くの人々の支援と参加

いの予算は今日

とりが提出権を本来持っているが、残

る直接の法以外にも関連する法案が沢

とである。おそらく〝皆農制〟に関す

第１に、何よりも法的に整備するこ

仮にこの〝皆農

的 整 備 で あ る。

・農協 ・漁協 ・学校
・宿泊機能 ・情報整備
・etc．

〈農村義務を実際に制度化する為には〉

念ながら、単独での提案は実質的にか

制〟を拒否する

①法的整備と法律の施行
実施、
監督体制の構築

・全体の教育プログラムとの整合性
監督官庁（文科省・農水省・環境省 etc．）
・資金面の調達

４節 多くの関係者の理解を

こからは極めて政治的プロセスにな

を願わねば出来ないのである。

の日本の財政規

る。国民のそうした意見をいかに具体
的に、政策として纏め制度化するかで

模からすればす
ぐに捻出可能で

〈
〝皆農制〟の義務化に向けて〉
〝皆農制〟を実際に義務化していく

ある。そのプロセスは多くになるが、
何よりも内容からして国会での議案と

ある。コロナに
兆円も支出し

上で、我々が行わねばならないことは
図 に示した４つの分野の整備をせね

して提出され、そこで可決せねばなら
ない。

なり難しく、成立を前提とすると、党

山必要と思える。加えてその施行、実

人には選挙権を

ているのである。

としての承認を事前に得ないと難し

施の細目を整備することが不可欠であ

与 え な い と か、

ばならない。

い。しかし、この問題は超党派的案件

る。その中には文部科学省が幼稚園、

パスポートを出

今日の日本では、国会議員ひとりひ

であり、本旨をよく理解した議員達が、

小学校、中学校、高等学校そして大

さないといった

更に新しい法

有志、議員連合を結成し、自民党から

学、更には社会人まで含めて全体の中

平和国家日本の農役義務に向けて

図12

新しい時代のスマートアプリや
ネット販売の知識等も不可欠

③受け入れ農家、
牧場等の整備

どのような農業体験を
１〜２年間で行うことが
有効なのかを若者の
心身の鍛錬を加味して作成

農役義務制度化
に向けて

・社会的認知の為の啓蒙活動
・etc．
・財団の設立と給付金

80

②カリキュラムの
整備と教師人の
体制の整備

④その他

12

でも、公明党からでも、どの党からで
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3

設から、講義スペース、更には実習農

りが「日本の若者造り」に参加してい

場までしっかりと準備をせねばなら

もち論、この財団への寄付行為は、

い。
そして、日本が世界をリードする為

ない。ひとりひとりを農家毎に割り

税制優遇処置を講じるようにして、損

する決議を国会でする事である。
第２に、何よりも具体的なカリキュ
の人材教育の視点も入るべく努力をす

当てていくと、既に今日でも農家数は
１００万を切っているので足りない。

金扱いにするか、少なくとも無税扱い

るとの意識を持ってもらう。

ラムの整備である。水田稲作はその中
ることである。
第３に、受け入れ農家等の整備であ

理整頓」を体験してもらう場とするこ

ある。
「質実剛健」
、
「勤勉節約」
、
「整

場所なので、余り豪華にしないことで

る。これに関しては他のところでも簡

為の啓蒙活動」を十分にする必要があ

らない。その為にも、
「社会的認知の

為の地ならしを先行的にしなければな
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心に据えることが不可欠であるが、そ
の周りにどのような心身の鍛錬をする

にするのである。こうして集めた浄財

は、
〝皆農制〟の為に使用すると共に、

加えて、何よりも目的は、農業を体
験すると共に、集団生活をすることで

る。
何よりも、１世代１００万人以上の

為にどういうプログラムを作成してい
くのか、十分な検討が必要となる。も

あるいは「美しい国 日本」につい

仮に余裕がある時に植林や環境問題等

ての１～２年間の体験を通じて「卒業

あるので、個人の農家でも可能な所は

廃( 校となり空いているスペース等 あ)

若者が、農民としての実習を１～２

るいは神社仏閣等各々の地域の実情に

論文」を募集して、その表彰すると共

ち論、
〝２つのノウギョウ〟という視

合わせてそうした施設を調達して整備

とである。もち論、そこでも先生、仲

単に触れたが、
「森を見て、木を見る」

また、何よりも、
〝皆農制〟実施の

とも考えられるであろう。

間、後輩との交流、地域の人々との交

如くあらゆる側面から行うことが望ま

実際に〝皆農制〟を行う為には、ま

流の温かさも体験し得る場とすること

第４として、例えば財団法人〝皆農

ず考えなければならないことは実に多

れる。

制支援機構〟なるものを設立して、そ

くの人々の協力が必要であり、多くの

第１に何よりも〝皆農制〟によって、

こに多くの日本人の寄付を受け付ける

若者を育てる寸志」を浄財として集め

農業を実習する若者そのものの納得で

利害関係者が登場することになる。

るのである。それによってひとりひと

ようにする。多くの日本人の「明日の

は大切である。

～２年間厳しい農業生活をしてもらう

いずれにしても、日本の若者に、１

に、その実現への費用として用いるこ

への使用も考えても良いであろう。

④
文部科学省を
始めとする省庁
③
学校の先生

すればよい。

良いが、そうでない所、公民館や学校

図13 〝皆農制〟を行う上での関係者の方々

年間行うことになるので、その宿泊施

⑤
受け入れる
自治体や
地域の方々

点からの検討も交えなければならな

①
日本のリーダー層
知識人、
国会議員や
地方議員

⑥
農家と
農業機関

皆農制を
行う上での
関係者
②
この制度を
支援する
民間の
会社や機関

⑦
その保護者
と大人達
⑧
１〜２年間
農民として
働く若者

美 し い 国 日 本 の 建 設 の 為 に〝 皆 農 制 〟を ！

かである。今日ひとりっ子になり、多

に送り出す家庭の許可が得られるか否

第２に、自分の息子、娘を農役義務

になるであろう。

るにつれて十分に理解されていくこと

うちに〝皆農制〟を体験する人が増え

と意見が分かれることになるが、その

ある。それに関しては当初はいろいろ

うに計画せねばならない。

り把握して、良い方向に結果が出るよ

のか、足手まといになるのかをしっか

に供して、農家にとってプラスになる

１年間程度の期間に素人が習熟に実用

足である事は、明白である。しかし、

少なくとも今日の農家が若い労働力不

支持を得る為の努力が不可欠である。

も進まない。その為にも農家の方々の

支援もいただかなければならない。こ

の人権団体、福祉団体、神社仏閣等の

た経済団体や労働組合、あるいは各種

には経団連や経済同友会、農協といっ

第６に、やはりこの制度を実施する

も考える必要があるであろう。

間に出張授業を農家に赴いて行うこと

おくのである。また、
〝皆農制〟の期

資格としてこの農業体験を組み込んで

ものの再確認と政策研究を深

５節 〝皆農制〟のもたらす

ムとして、取り込んでいく事は難しく

それ故に〝皆農制〟を実際のプログラ

て、〝啓蒙活動〟は有り得ないのである。

た人々の賛同と影響力の行使なくし

ラム」であることを根気強く訴え実際

り素晴らしい若者にする優れたプログ

のが「あなた方の大切な息子や娘をよ

には、何よりもこの〝皆農制〟そのも

やはり、そうした両親の納得を得る

かなりいることが想定される。

絶対許さない」と反対する人達が当初

娘に「農業をやらせるなんて、
何事だ！

実情である。その自分の可愛い息子や

し、日本全体にその雰囲気が形成され

るには難しいことが予想される。しか

のある地方自治体を正面から納得させ

つけてくれればやるよ！」という体質

今日の「金を出してくれれば、予算を

ものと考えられるが、そうは言っても

するのであるから、むしろ歓迎すべき

者が来ることでもあるし、そこで生活

解である。これは多くの農村地域に若

第４に受け入れ地域や、自治体の了

援である。この本を読んで自ら率先し

賛同して先頭に立ってくれる方々の支

方々である。本当にこの〝皆農制〟に

ログラムの成功の鍵は、国会議員の

第７に、やはり何と言ってもこのプ

から支持が不可欠である。

要とされるので出来る限り多くの分野

合によっては消費税等からの工夫も必

らの支援が必要となるからである。場

泊施設や教育機材の調達等、多方面か

の制度の実施の為の財政的裏付けや宿

が望ましいからである。

学的実証的なものとして提案すること

変革するプランなので、出来る限り科

れる。何故なら、将来の日本を大きく

し、より具体的に議論することが望ま

り、やはりもう少し詳しく政策研究を

略述べてきたが、制度化するに当た

が日本社会にもたらす内容について概

既に、１～２章を通じて〝皆農制〟

めて！

なってしまう。

くの母親は猫可愛がりをしているのが

にその実績を上げ続けることである。

れば徐々に賛成に向かうであろう。

既にひとつひとつの概略に関しては

焦って十分な合意を得られぬまま進め

て先頭に立ってくれる方が出てきてく

るが、望むべきは、各々の項目につい

第５として、学校の先生の協力であ
る。何よりも教育の全体のプログラム

て各々の専門家が各々の分野から立場

てはならない

の中に、この〝皆農制〟の１～２年間

加えて、第８に多くの知識人やリー

述べてきてあるので、ここでは割愛す

第３に実際に農業を行っている農家

ダー層の人々の理解と支持である。何

れれば有り難いことである。

の人々との関係であろう。果たして農

をどのように組み込むことが望ましい

べきと考えているのか。いずれにして

るのか、それとも不満があり、解決す

なのか。今日の状況に十分満足してい

であると考えている。教職試験の受験

先生方自身も自らの体で体験するべき

にどのようにコミットするのか。私は

のか、また先生自体がこの〝皆農制〟

知識人と称される人々である。そうし

はり日本のリーダー層の人々か多くの

その任に当たっていただけるのは、や

よりも〝啓蒙活動〟が必要とされるが、

とであり、近い将来の〝食糧危機〟に

に、そして詳細に展開していただくこ

デメリットについての各論を具体的

から〝皆農制〟のもたらすメリット・

家の方々の〝皆農制〟への賛否はどう

も、農家の方々の賛同を得ぬ限り、何
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それ故に、コミュニティの再生、創造

創造されていないことに、原因がある。

家の礎」であることを理解し、農業を

は今後の日本にとって、実に大きな

の全てが農業体験者となり「農業は国

が夢というようになって来ている。

大切に育てていこうとの認識の拡がり

るスポーツ選手とか芸能人になること

「将来日本人として、初めての国連

テーマである。
〝皆農制〟はその再生、

現実的に対応していく事である。

（５―１）何よりも未来の

によって、農民であることに自信を持

創造に大きなインパクトを与える可能

事務総長になる」とか「日本が世界の

ち、そして、本当に良い農作物が評価

日本を担う若者を鍛え育てる
環境問題を解決する先頭に立ち、その

社会は、水田稲作を展開してきたこと

性を大きく持っている。もともと日本

れるようになる事が望まれるのであ

によって、運命共同体としての「村」

され、農民の努力が農価として評価さ

を持って欲しいと思うのである。そし
る。

中心に自分がいる」といった大きい夢

て、
〝皆農制〟を通じての「晴耕雨読」

既に第３章の冒頭でも述べた如く、

ない最近の若者」と「衰退し、沈滞し

〝皆農制〟の目的は「うまく育ってい

はそうした夢を持った人材を育てる礎

日本の国土のあらゆる場所で農業を行

国となるのである。ひとりひとりが、

いう時には、余裕を持って対応出来る

ケースが多くなり、その農村部の運命

農業従事徒弟者が、都市労働者になる

なり、工業化に力が注がれ、地方での

採用によって〝殖産興業〟が活発に

しかし、明治以降「富国強兵」策の

以外の何物でもなかった。

うと共に、その産出物を出来る限り、

共同体は若者の大量流出により弱ま

で、
「食糧安保」に対しても、いざと

が形成され、それは〝コミュニティ〟

ている農業の再建」の２つを巧みに
となる筈である。

しかも、今後の厳しい食糧事情の中

マッチし「美しい国 日本」を具現化

本当に今日の日本の農業は危機に瀕

有効利用出来るようになる事によっ

していくことである。

している。農業人口の減少と高齢化、

て、十分に対応することが可能となる

が育つこと」なのである。今日世界を

農制〟の成果の第１は未来を担う若者

意味が無いのである。その意味で「
〝皆

あるいは日本の農地の外国人の所有の

使用による農地の病弊、荒廃である。

の喪失、そして、農薬や化学肥料の多

この日本の大地で生抜くことが出来る

くとも農業が健全であれば、日本人は

何と大きな成果であろうか。何が無

のである。

市砂漠と化している。

人間関係からは無名性がはびこり、都

が新しく建設されなかった。それ故に、

り、更に都市部に有効なコミュニティ

結果として「日本の未来を担う若者が

歩いてみると、多くの若者が、目を輝

問題である。もち論、今日の日本の農

のである。

（５―２）日本の農業の再建へ！

育つ」ということが、何よりも望まれ

そして農業を担っていることへの自信

従って、この〝皆農制〟を実施した

ることであるし、それが達成されねば

かせて自国の未来の建設を語り、希望

業者の中にも、何とかしようとの志を

ところが〝皆農制〟の採用により、

一杯で活躍している若者が育っている

多くの若者は集団作業を経験し、
「コ

ミュニティの大切さ」を実感すること

により、大人になっても、その意識の

７月号掲載）の多くは、日本社会にコ

今日の日本の抱える問題へ（図１※

ることが期待される。

ニティの参加意識を強く持つようにな

が残り、コミュニティ建設や、コミュ

中にコミュニティという言葉への反応

ミュニティが崩壊したことと、新たに

り、再生、創造の活路に

（５―３）コミュニティの大切さを知

持って一生懸命農業を行っている人達

しかし、その全体を捉えた時、可能

国は少ない。しかし、寂しいことに日

つ余りにも現実的であり、夢とは呼べ

であれば、農地を売って、より良い職

も大勢いる。

ないことが多いし「末は博士か大臣か」

業に就きたいと考えている人がむしろ

本の若者は、夢が少なく、小さく、か

といった言葉は余り夢を与える言葉で

多いのが現況であろう。
しかし、
〝皆農制〟によって日本人

無くなり、実際の生活インフラでの活
躍から離れ、経済の充実の上で成立す
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者は、職業人であると共に、家庭人で

それによって、
〝皆農制〟で育った若

ておく形での展開を図ることである。

成」という視点をカリキュラムに入れ

て、何よりも「コミュニティ意識の形

従って〝皆農制〟を展開するにあたっ

環境改善の一助となるならば望むべき

良いし、有志だけでも良い、何よりも

皆交代でその屋上畑の面倒を見るのも

て、農業の手ほどきを受けた社員達が

るケースが見られる。
〝皆農制〟によっ

を、社員食堂の食材として活用してい

有機野菜の畑を作り、そこでの収穫物

本の都市が、
〝ガーデンシティ〟へと

活者が増えることによって、将来の日

我々は、農役義務を果たした都市生

間に変えていく方法のひとつは緑のス

ある。そうした粗雑な空間を美しい空

に、無機質な感じの乱雑な都市景観で

（６）環境形成と保全
～日本の都市をガーデンシティに～

リートジャングル」と表現されるよう

に今日は「アスファルト砂漠とコンク

い日本」と誇れるものではない。まさ

上に構築した都市景観は決して「美し

と判断している。しかし、その自然の

あり、地域人であるべく自分の人生を
ところであろう。

きい。

展開していくことになるであろう。

今日重要都市は、既に法律化し、国

ス、あるいは公共の空間、湾岸や河川

工場や大きな建築物の空きスペー

すようになる筈である。

のをガーデン化することに関心を見出

ルと相まって、自分の生活空間そのも

は、今日の日本の生活水準の質のレベ

に溢れた〝ガーデンシティ〟として、

るエネルギーを付与されるのである。

の空間〟に変貌せしめていく努力をす

人生を通じて、自分の周囲を〝緑と水

ペースを多くデザインすることであ

土交通省も基本法の制定を急いでいる

の土手あるいは公園のスペース等にも

そうした意識の形成は、人々をして

その姿を変えていくのである。何と素

変貌していくことをイメージすること

のが、一定規模以上の建築物の屋上緑

何らかの工夫をし、そこで野菜等を育

周囲を緑や花で包まれた環境にして

晴らしいことではないか。それでこそ

る。
〝皆農制〟によって「緑の生命の

化である。この屋上緑化の場を〝皆農

てる努力をすることが可能である。東

いこうとの動きを送り出していくこと

「美しい国 日本」の都市景観なので

が出来る。農業体験の中で、生命への

制〟を終えた人々の腕を落とさぬ、あ

京農大の醸造学の大家である小泉武夫

なるであろう。世界一緑の多い都市と

（５―５）日本の

るいは更なる〝農業実習の場〟として

教授が、日本の空いているスペースで

して有名なスイスの首都ベルンのよう

全ての日本人が、この皆農制を通じ、

（５―４）屋上を緑化し

活用するのも一案であろう。

〝かぼちゃ〟を栽培して、そのかぼちゃ

に、あるいは、かつての江戸時代の江

自然の営みに興味を高め、感動する事

大切さと豊かさ」を知って若者はその

この屋上緑化は、
〝環境の保全・創

から砂糖をとる技術を開発され特許を

戸のように何よりも都市生活者が若い

によって、本当の意味で国土も、街も、

関心、特に植物への関心を高めた人々

造〟からも大変に価値あるものであり、

とられているが、日本人ひとりひとり

感性の豊かな時に、田園風景を体験す

人々の心も「美しい国 日本」の建設

空いているスペースで農業を

建築物のエア・コンディショナの役割

が自らの利益のみの為でなく、公共の

ることによって、緑や花の中の生活に

農業実践の場としての活用

を担うし、
（冬は暖かく、夏は涼しい）
、

為にそうした僅かの努力をすることに

スペースとしても、実際の農場として

に、ハーブガーデンとしても、憩いの

る。国民ひとりひとりが農民としての

に、多くの食材が自給出来るようにな

よって、日本の大地に緑が増えると共

は決して、世界にひけをとらないもの

たが、日本各地の素晴らしい自然景観

私は世界中の多くの地を旅して歩い

畏敬を抱くようになることであろう。

の生きている内に、この〝皆農制〟が

がなされていくだろう。少なくとも私

ある。

その結果として、日本の各都市に緑

雨水のリザーバーの役割も担うし、更

も、その機能を担うことが可能である。

働きが出来ることは、その意味でも大

（以下次号へ続く）

スタートする事を願っている。

既に世界の幾つかの事例では、屋上に
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