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西独・農業マイスター制度とその関連領域

に関する一考二

七　戸長生

は　じ　め　に

1．　「農業マイスターへの途」

2．　マシーネン・リングにおける経営ヘルパー斡旋業務の動向

3．　マイスター制度の多面的意義

は　じ　め　に

　今臼のように農業をめぐる情勢が激しく流動し、それに呼応するようにさまざま

な技術革新が進展していくとき、これらの諸変化にまつわる多々の情報をいち早く

敏感にキャッチし、それらをもとにして自らの経営条件を勘案しつつ今後の展開方

向を決断する経営者の細砂は、極めて重要なものとなってきている。近年、しきり

に営農情報システム化の問題が注貝されるにいたっていることも、農業経営者のサ

イドからの情報需要の内実が問題とされるのも、いずれもこのような状況の反映で

あるといってよかろう。

　そして、以上のような営農情報の需要・供給の問題と並んで、その両者を結びあ

わせるキイ・ポイントに立っている経営者自身の「情報感度」つまり、情報捕捉能

力や情報消化能力、さらにはそれらの情報への瞬発的対応能力、などについても大

いに注園する必要性が高まってきている。

　この意味において従来は、いわば経常的な経営管理・運営の能力が経営者能力の

中心部分を占めていると考えられてきたが、近年はこれに一段とダイナミックな要

素が加味されるにいたっているということができよう。もし、そうだとすると、従

来のように臼常の営農1舌勤（それも自家農業を中心にした活動）の経験を積み重ね

ることによって、逐次的に経鴬老能力を啓発し陶冶していくだけでは著しく不十分

なことになり、何らかの：機会を通じて、極めて多様な発展の可能性が現実に存在し

ていることを、早急に学びとることが重要となる。つまり自家農業に従事しつつ、

自らの経営者能力を陶冶していこうとするときに限界となるのは、照来の経営の枠
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組みに規定されたルーチンワークの単なる踏襲・継承に陥ることであり，それへの

対応に終始することである。したがって，こういつた限界を打破するには，できる

だけ視野を拡げ、場合によっては極端に観点を変えることさえも必要となるような

習練の機会を、自家農業に外の場面に用意することが璽要になってくる。

　事実．こういつた実情に応えて「農業後継者」の教育のための諸粗度が設けられ、

関係機関によって鋭意推進されつつあることは周知の通りである。例えば北海道で

は、昭和50年以来、農業士制度が設けられて、農業学園の専修科や道立農業大学校

の後継者養成研修コースを修了し、さらに自家農業の営農改善計画を作って、その

達成に向けてその後5年間、意欲的に実践に取組んで顕著な成果をあげた老を「農

業士」として認定し、地域農業の中核農家として活躍することを推進する仕組みが

とられており、制度創設以来の累計人数はおよそ260名（昭和63年2月現在）に達

しているという。．

　ところで、この農業士の呼称から直ちに想起されるは、西ドイツにおける農業マ

イスター（Landwi　rtschaf給md説er）のことである。このマイスター制度は、

後述のように19世紀初頭にアルブレヒト・テーヤーがメークリン農場を開設して農
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ）
業者教育を始めて以来の伝統を負うものであるという。一般に「職匠」という訳語

があてられているマイスター瓢徒弟親方兼職業訓練指導者は、中世から近代への移

行期以降にさまざまな職種で生まれたというが、これが農業分野ではドイツ農業の

近代化が課題となった19世紀以降に脚光を浴びたということは誠に興味深いことで

ある。つまり農作業ばかりでなく、営農万般についてほとんどオール・ラウンドに

即応する能力を養成するには、熟練した農業指導者と起居を共にして実習を通じて

体得することが有効であるという農業職業教育の一つの理念が打出された時代的背

景もさることながら、このことが、今日なお克服されていない「農業における技術

移転の困難性」の根源がどこにあるかを示唆する有力なポイントのようにも考えら

れるからである。

　この点に関連させていえば、いわゆる普及事業とこの農業士綱度のような後継者

教育との関連性も大いに注目される点である。例えば第1図は、西ドイツの農業普
　　　　　　　　　　　　2）
及組織の概略を示したものであるが、地域によってはこのほかに民閾の普及事業が
　　　　　　　　　　　　　　　3）
活発に活動しているところもあり、AID（LaRd－und薮ausw鴛tschafthcher

Auswertungs　und　h｛ormadons　die聡忍摺農業改良・生活改善のための評価・情報

センター、これは第2次大戦後、アメリカの財政的援助で設立されたが、その後ド

イツ独自の条件に適合する方向で運営されるようになった機構である）のような組
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第1図　西ドイツの普及組織
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　普及活動センター（農業学校、普及所、農業事務所計521）

濃学大　技置隻　火

業農学　徳業
　　　　学大学農大大
学蒲1学　学学　農

畏部難学
部技学学部
　術二部
16大　12　3

農業試験場　　19

樒物防疫所　　17

特殊試験場　約60
（茄産、準地、

　　機械化等）

男子普及賛｛および農漿教員）2，837、婦人普及員｛および生活改善教貴）
…，179、園芸お．kび特産農産物．普・及貫425、男子普及最補535、女子’善三

白卍巴4玖　病害虫防徐技師336

出所：木村慶男『西欧諸国の普及事業　その組織と活動』

　　　（全国農業改良普及協会、昭和50年）　29頁より引用

織ともつながっている場合もある。したがって普及事業と農業後継者教育や農業マ

イスター制度との関連性は極めて緊密であろうと推測されるが、その詳細は判らな
　　　　　　　　　　　　4）

い。これはDEULA（Deutsche　Lehranstalten届r　Agrartech礁ik＝ドイツ農

業技術トレーニングセンター、ドイツ農業協会や農協団体などによって設立された

準公立機関で全国十数カ所に設．置）などの農業者の機械技術訓練機関についても岡

様であって、今後の早急な調査研究を要する分野である。

　ところで、農業マイスター制度との関連性で注廻されるもう一つの側面は、いわ

ゆるマシーネンリングとのつながりである。周知のように1958年に西ドイツ・バ

イエルン州で始まった、この機械利用作業の受委託を軸とする桐互扶助組織はその

後、ドイツばかりでなく世界各国に普及して、昨年は第7回の騒際会議をオースト

リアで開催するほどの発展を示しているが、近年その活動の中で機械作業の受委託

と並んで、農業経営ヘルパーの斡旋が大きな比率を占めるにいたっていることが注
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昌されている。このことは、他人の農業経営の運営管理を受託するという任務に耐

える職能をもった人材（少なくとも社会的にその能力を期待しうる人物）が相当数

一定地域内に存在することを意味する。それは、ただ単なる機械作業の請負いとは

異なるから、農業経営の運営について一定の習練を積んだ人物が地域社会の中に蓄

積されていく仕組みが必要であり、これを裏付けるものとして前述のマイスター制

度が念頭に浮び上ってくるのである。同様のことは．涯独農村における社会福祉の

充実に伴って、マシーネンリングにおける家政ヘルパーの需要増大に対応する人材蓄

積についても指摘できる。これまた、その主流は農家家政マイスターの指導・普及

の所産に他ならないと思われる。さらにひろげていえば、こういつた人材の蓄積こ

そ、E、　C全域を覆うバカンス普及に伴う、由岳農業地帯における民宿などの兼業

開始にとっても、不可欠の萌提になっていると思われるのである。こうしてみると
　　　　　　　　　　　　　5）
各種の農村マイスター制度は、地域農業の維持存続に不可欠となっている人材の補

給・蓄積の基盤としても、大いに評価すべき機能をもっているものと考えられる。

　そこで以下では、このことに関連する若干の資料ならびに調査結果の概況を紹介

することにした。

L　「農業マイスターへの途」

　第二次大戦後の、西ドイツの農業マイスター制度についての詳しい紹介をおこな

った文献は極めて少ない。その中で比較的早い時期に、しかも西ドイツの農業教育

濁度との関連を含めて詳しく紹介している資料として，昭和46年に社団法人全国農

村青少年教育振興会が縄即した「ドイツ農業士への道」というプリントがある。幸

にして農林水産省普及部普及教育課の大森昭彦氏の御配慮でこの資料が入手できた

ので、そのほかの有力な参考文献をまじえっつその要点を紹介してみよう。

　この資料は、　Er｛ch　L雛g，　Der　Weg　Zum　Landwi震scha鋒s　meister　と題す

る原著の抄訳である。原著は、序章につつく7つの章（すなわち第1章　農業経営

主の実務的、及び理想的職業教育、第2章　農業士となるための、農業士補に対す

る実務的及び理想的職業教育．第3章　農業士は何になれるか、第4章　農業專門

労働者，第5章　教育の第2の道．第6章　女子に対する農業職業教育，第？章，

総括）という構成になっているが．そのうちの第1章、第2章、第3章に重点をお

いて、困立国会図書館の協力によって抄訳されたものである。したがって1966～

1969年当時の西ドイツにおける農業職業教育、とりわけ農民教育の概要を知る上
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での有力な資料であると思われる。

　これによるとドイツの農民教育の糟矢は、アルブレヒト・テーヤーが玉806年に，

自らの所有するメークリン農場に最初の「農業アカデミー」を開設した鋳に始まる

魁18腿年にはヘッセン州に最初の冬季農業学校が踊設された。これは春に授業

期間が終ると、今度は巡衝教師として現場の農業経鴬者に授業・講演をしつつ，農

場での実習指導に当ったたぬ好評を博して忽ち全蟹的に普及伝今霞の農業単校

や農業改良普及制度に発展していく基礎になったという。さらに1885年に倉拉さ

れたドイツ農業協会（D。しG）は農業後継者の実務教育に対して率先して積極的

に活動を展開したが、ここでigO8年に実施した最初の試験が．今揖の「農業士補

試験」に相当するものである。

　その後、1920年代に入ってからは女子のための農業職業教育が重視されるにい

たった。さらに1938年には、帝国義務教育法によって農業学校および園芸学校が

三才されることとなった。しかし第2次大戦以降は、各州が独自で教育照度の創設

・運営に当ることになり、さまざまな教育のコースが設けられるにいたった。ちな

みにその主な流れを紹介すると舘2図のごとくである。Aが小学校卒業後、他の上

級学校に進学しない農村青少年への義務として課せられている農業職業学校のコー

第2図　西ドィッの農業教蕎綱度
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スで、この延長線上にゲヒルフェン＝Gehilfe鍛（瓢農業士補）があり、最終ゴール

がマイスターとなっている。これに対してBは専門技術者の養成コースであり．C

は農業関係の教員養成コースであるが、いずれもマイスター農家での実習経験を求

めていることや、教員養成コースにおける特別の教職教育の実施などが注濤されよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
う。なお、Cのコースにおけるアセッサ一二La磁wi婬s曲a費s－assesOfの称号を．

西ドイツのフルタイムの農業改良普及員全員の33％が取得しているという。このこ

とからも普及事業における高度の教職的性格がうかがわれるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）
　そこで主としてAコースに即してみていくと、　「通常週1嗣（6時間宛）年間40

回（240時闘）」の授業を3年間受けると岡蒔に、これは義務づけられていないが、

「農家実務実習」をおこなうことになっている。その期間は3年間で、そのうちの

2年間は自家農業に従事しつつ授業（その内容は例えば第1表を参照）を受け、第

第1蓑　バーゲン・ヴィルテンベルヒ州基準カリキュラム

（第　　1　冬） （第　2　冬）

晴闘 時間

農業化学 4 植物栽培・作物保護特論 5～7

奮うん法 塵 輝輝管理および飼養 5～7
栽培学原理・作物保護概論 3 経営学・簿記 6～7

家畜飼養学原理 3 税　問　題 1

経営学（農場設計簿記を含む） 4 農業法・農政・市場 2

農業法・農政・市場 1 応用土地改良学・岡実習 3

土地改良（物理的根拠および実習を 4 果　　　樹 2～3
含む）

果　　　樹 2～3 ぶ　ど　う 2～3

ぶどう栽培 2～3 林　　　産 1～4

林　　　産 1～4 家畜衛生 1

家畜衛生 1 歓　会　学 1

鍾　　　会 1

文．　　化 1

農村青少年活動 1

計 32～37 計 29～39

注：1）各校はそれぞれ必要に応じて、弁論・音楽・体操を加えてよい。

　　　2）養蜂は上級の家畜管理・飼養に含ませて指導する。

出所：田島重雄『前掲書289頁より引用
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3年昌には、正規のマイスターの資格のある農家で起居を共にしつつ技術を見習い

実習を受けながら、週1繊の授業にも通う。この実習重視の農業教育は、西ドイツ

ばかりでなく、西欧全般の農業職業教育の特色であるが、そこでの重点課題はドイツ

蝶協会の盤織ればつぎのよ鰯飯勺さ謡いる？

　1．人格形成。

　2．　農業における個濁事象の正しい観察力と、理解のための判断力と、精神修養。

　3．農業固有の技法（技術操作）の紹介。

　　（a）あらゆる面の労働実習。

　　（b）労働者の能率に関する基準と評価の習得。

　　（c）実習で使われる農場内の経営諸手段（つまり土壌・・土質、栽培方法、作物、

　　　家畜、農耕用器具、そして農業機械）についての詳しい知識の習得。

　4．　年長者、労働者、商人と接する時の社会的習慣（礼儀作法・紳士的態度）の

　　習得。

　そしてこの実習の終了時に試験を受けて、パスすれば農業士補（GehHfen）の

資格と称号が与えられる。
　　　　　　9）
　この試験は、州の農業会議が招集した「試験委員会」（その構成員は、農業教育の

担当機関の係官1名、マイスターとして認証された農業経営主2名．農業職業学校

の教師1名の合計4名）によって、受験者の学区内にある農場もしくは施設で実施

される。試験の内容はr連邦農林省の要綱骨子」に準拠して、試験台濤に選ばれた

教材についての専門的・職務的知識、機械の知識、技術上の実務能力、などがテス

トされるQ

　実務についてのテストはつぎの4つの分野に区分して、各分野ごとに概ね90分づ

つが罰当てられて実施される。

　1．　耕作技術および実際の耕作

　2．家畜の飼養、家畜の晶種・体格などの判定、飼料給与や搾乳の実際

　3。穀物倉および乾草牧廠舎での作業

　4．畑（圃場）作業、牧場作業、防除および除草作業

　つまり、これらの全分野について90分つつ実技テストを実施し、仕事場所を変え

たり、機械作業をやったり、休憩があったりするから，全体でゆうに8時問から10

時間はかかってしまう。なおその詳細は、第2表からもうかがうことができよう。

したがって専門知識についてのテストは別の日に農業職業学校で8人位を単位にし

ておこなわれる。
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第2表　農家実習生に対する実技試験内容の一例（スイスの場合）

1．家畜飼養管理

　　家奮に関する一般知識

　　　　箪齢の鑑定

　　　健康状況の判定

　　　妊娠徴候
　　　屠殺方法
　　　乳房の特色・乳房鑑定

　　　血統書記入

　　　家畜体部分の名称
　　畜舎労働と家畜管理

　　　飼付け、掃除、糞出し

　　　家畜の麗外引幽しと繋よう

　　　　心綱のかけかた

　　　　飼付け前の準備

　　　尾の結びあげ

　　　妊娠と出産援助
　　　　春心の管理

　　　面積の管理
　　獣医関係知識

　　　　消化器系の病気（下痢、鼓腸、過食、

　　　水薬の呑まし方）

　　　　乳房炎

　　　　皮麿寄生虫（しらみ、癒疹、かいせん、

　　　　牛蝿によるこぶ、はえ）

　　　体温の計り方

　　　畜舎用薬贔
2．耕馬の飼養管理

　　馬ぐしとブラッシュかけ

　　蹄の季入れ

　　飼付け、糞出し℃その他

　　疾駆させる、繋ぐ

　　馬体の名称

　　馬具装着

　　馬車づけ（1頭位、2頭位）

　　手綱とり

　　病気、寄生虫の予防

3．大鎌と牧草

　牧草刈取り
　　大鎌のとぎ方

　牧草刈りの労働
　　鎌をつちでうち、刃を直す

　牧草成分の知識と利用法
盈．耕作屠農機具（栽培互）

　畜力で耕起する

　　プラウの収納

　　農具各部分の知識

　　古いプラウの評価

　　その麹農機具の利罵

　　ハ獄一イング、ローラー、畝立機、乾草網

　　トレーラー

　　ホーの使い方

5，機　械

　　モァー（刃とぎを含めず）

　　自動モアー（モーターを除く部分）

　　播種機

　　秤量台（知識．注油、回転軸）

　　タイヤの取替え

　糞尿ポンプ、糞切り機、反転粉砕機
　　クロバー、禾；本科牧草播種機

　　天秤による秤量、袋の縄かけ

6．工　作

　　木製晶の組立

　エ具の劉定、のこぎりの引き方

　エ具の取扱い方と修理
　　もみ材、かし材、ぶな材、とりねこ材の知

　　識

　　くるみ材、さくら材等の知識

　　（樹皮と共に）

　　本材の利用

　　木材のきず、弱点

　木材の保存貯蔵
　鉄、鋳物、銅、錫、亜鉛、アルミニウム、

　黄銅、青銅等の知識

　重要な機械とその重着の知識

　　モアーの刃とぎ

　　切断用機械の刃とぎ

　鋸の良否の判定
　　やすりの基礎知識

7．搾　乳

　搾乳の準備、正しい搾乳（にぎり方、姿勢、

　　所要自問等）

　搾りあげとその場合の方法
　　清潔保持（汚染、酸敗、手の消毒）

　　黙練者による搾りあげ技術の検査

　　3～4デシリヅトル出た場合

　　4デシリヅ卦ル以上出た場合

　　（検査は地上で行わないこと）

　　ミルクとミルク容器の取扱い

出所　鐙島重雄『前掲書』131頁～132頁より
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　さらに注目すべきことは、この3年間の実習期閥に必修事項として記帳を続けて

きた撫誌と作業臼誌」が，実響経過を判定する資料として用いられる。実は、こ

のB誌ならびに作業曝誌の記帳を実覆訓練の一環として最初に重視したのはアルブ

。・Dテーや硬あ。た濃の鮨とするとこ獄「。れから帳職業蝋

における財産」となる実習であり，岡時に高度の労働能率をあげつつ，労働時閥を

正確に保ち、労働報酬を高めるための手がかりとして記帳することが極めて重要で

あることを説いている。

　実習教育規定によれば、実習の第1年穏と第2年昌には臼記帳（作業日誌）が胴

いられることになっているが、その様式は、農場経営の記述、経営における家畜飼

養の成果、年間の報告、の三点に集約して、実習が終るとすぐその碍の天候や作業

内容、作業時聞、収穫量など毎臼の出来事を記入し、週ごとに全作業聴問を集計し、

年間の集計を記録することになっている。

　また日誌（メモ）は第3年目に用いられることになっており、その昌次はつぎの

ようになっている。

　A、実習生個人の課題

　B、実習農場の経営の記述

　C、経営の状況（耕作地、草地、農業用の建物）

　　（1）　家畜の飼養

　　（2）　生産と貯蔵

　　（3｝機械と設備

　　（4）副業の技術

　D、その他

　そしてこの日誌と作業ヨ誌の言己帳がいかに重視されているかは、ゲヒルフェン試

験の評価基準の配点ウェイトが、実務実技能力5、実務知識3となっているのに対

して、記帳状況が2となっていることからもうかがわれよう。また農業職業学校の

教師は実習生の指導に当っては、たえず作業日誌と日誌の記帳に留意することが求

められている。

　このようにしてマイスターへの途の第1関門が突破されるが、その受験・合格の

実態は第3表および第4表のごとくである。

　さて、このようにして農業士補（ゲヒルフエン）になった人が、さらに農業マイス

ターを穏指すときは、その意志を農業職業学校に属け出て、さらに5年ないし6年

閲の継続教育を受けることになるが．この過程は「基本的には專門的知識をくり返
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　第3表　委託農業実習の状況（1959／60）　　　　　　　し教え、幅を広げ深
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めること」に重点が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある。その指導は農

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業学校の先生や農業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改良普及員が兼務で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当し、計画的な研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修コースに参加する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が、6年のうち少な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くとも1年間は他入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の経営する農場での

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実習が求められてお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、「少なくとも最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後の2年間は、農場

　幽所：田島重雄『前掲書』88頁より　　　　　　　　　　　　　の指導的地位である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理人として従事し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なければならない。
最も望ましい形としては融立した鍵主とな。て膝をすることである12！

　そして最終のマイスターの試験は、通常5月15霞から6月15日までの間に実施さ

れる。そのために、連邦食糧農林省の方針に従って試験委員会が任命されるが、そ

れは「自ら模範的経営を行ない．試験について人より優れた知識と経験をもつ、甲

種　　　　　類
認可農

ﾆ　数
実習生 試験合格者

Qヒイル
tユン

マイスター

一　般　農　業 19，138 17，029 5，968 1，207

酪　　　　　　農 1β24 779 328 68
め　　ん　　羊 859 87 45 19
ぶ　　　　　　　た 55 玉7 6 2

家　　　　　禽 577 410 174 40
毛　皮　動　物 27 1ま 6 2

蜂 184 13 17 13

ぶど　う栽培 318 102 74 19

ぶどう酒醸造 39 i8 5
　

各種圏芸合計 12，187 7，2硅7 3，021 918

乳製出製造 1β34
1190， 666 工97

生活家庭（女子） 圭0β84 1ま，527 4，遼30 622

合　　　　　計 47，926 38，壌30 14，740 3，107

第4表マイスターの関門突破概況

年　　　　次
各　第　度　の
U月30目現在の
_業実習生数

ゲヒルフぶン
i農業士補）試験
〟@格　者　数

マイスター試験

〟@格　巻　数

1954／55 17，700 5，000 1，227
エ956／57 17，900 5，毒00 1，630
1958／59 17，000 5，900 1，207

1960／61 16，嘆00 農，700 1，145
1962／63 17，500 3，嬢00 936
1963／64 18，200 3，200 1，059

1964／65 19，500 3，100 929

出所：「資料」23頁より引用、作成、なお原資料は「ドイツ農業新聞」1966年1月

　　15臼号であるという。
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のマイス謂か蠣成されてい、糖翻会の選鉱法雌ずる形で齢れた、

教育局の代表と2人の農業マイスターによって組識される。
　　　　　　　　　　　　　　　　三4）
　その試験はつぎの2つに大溺される。

　1．農業士補の専門的知識に関する再検査（そのために次の3つの正門領域につ

　　いての筆記試験を行う）

　　ω　耕作及び作物栽培

　　（2）　家畜の飼養

　　（3）農業経営

　2．研修コースの実施（分野によって研修の所要時間は下記のように異なるが、

　　100～125時間が求められている）に基づく論文作成、試験、そして宿題への

　　園答

　　　経営・一…　。・・一・…　。。・・・・…　。・・・・・・・・…　一・・・・・・…　。・…　。。40～45時間

　　　租税問題、市場機構i、職業上の知識…………10～15時問

　　　耕地、耕作、作物栽培…………………………20～25蒔間

　　　家畜、 食司率斗、 註三要な家畜ジ茜理●●．…　一・・・・・・…　。・一20～25時關

　　　農場視察…………………………………φ・・……10』～15時間

　　　合　　計…………………………………・……‘・100～125時間

　そして上記の研修コースにおいて、マイスター受験者は、耕作及び作物栽培、家

畜飼養、農業経営、の3つの専門分野から、1つづっの総括的な質問が与えられ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15）
これに対する論文を「6週間の研修コースの終る頃までに書き上げ」て、「指導員の

評価を受け、その結果が試験委員会へ提出されることになっている。宿題は、臨分

の経営に関係しているものなので、それへの応答は試験を受けるよりも数段やさし

いという。

　また受験者の専門的知識の内実、　「特にその農場での業績がどうであったかを評

価するために、試験委員会の委員は、最初の巡園の際にそれぞれの要素について綿

密にチェックする」が、　「そういうポイントだけでなく、何か他にすぐれたものを

も。てい楓糎綿ける輔的鰍よりもよい諦游筋泌智した、・っ

て自分の農場で試験を受けることを好む者が多い傾向にあるという。

　以上のように、かなり長い準備期間を経たのち、試験に合格すると、念頭の農業

マイスターの資格を認める旨の証書が授与されるが、その授与式は「管轄区域の農
　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）
業者大集会の会場において、盛大に行われ」、所轄の州の農業会議所会長または教

育局長から手渡される。こうして「自己の知識と経験を広め、深め、最後にそれを
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試験によって実証するために、多大の時聞と費用をかけてきた若いマイスター達の

努ガ1）に対し移くの勲からの灘と祝四駅趨るが洞曄・賦典樋

じて農業のもつ社会的意義をこと改めて確認すると同時に．各地域における近代的

な農業経営の健進をはかることが再認識されていくのである。

　ともあれ、前掲第娃表をふりかえってみると，ゲヒルフ諜ンからマイスターへの

関門は5人に1入の割合のかなりの難関である。

　では、晴れて念頭のマイスターになった後、彼等は一体，どういう場面で活躍で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19）
きるのであろうか。この資料によると、それはつぎのようなものであるという。

　1．農場経営主（農場の単なる絹癖者ではない実力のある経営者）

　2．実習農場主（各州の農業会議所によって認定され、1964年の「農業の職業

　　教育及び試験に関する特別規定」によって、研修実習生を受け入れうると認証

　　された農場）

　3．　経営ヘルパー

　　　この仕事は、比較的最近、（この資料の出た1960年代後半の時点からいっ

　　て）認められはじめた職種で、　「経営主が死亡したり、事故に遭遇したり、あ

　　るいは休養を必要として仕事の継続ができなくなり、決定的な損害を来たすこ

　　とが明白となって、しかも家族がその代理をなしえなく、近所に適当な墨跡者

　　が憐れないような蘇雛螺舗ぞ～「経瀦の翻鎖編をも。て引き
　　　　21）
　　受ける」ものであり、「優れた農業教育を身につけた正しい節操のある人物で

　　あると評価された」人物が州監督局と契約を結んで任命を受けた後、経営ヘルパ

　　一委員会を通じて、その配属や報酬が決定される仕組みとなっている。もっと

　　もこの種の仕組みは、搾乳のマイスターの闘では、搾乳夫の代替要員としての

　　搾乳ヘルパーがかなり古くから存在していた。また、農家の主婦の間でも、古

　　くから病人や虚弱者に無給で奉仕するグループ活動があったが、これも今艮で

　　は「確実な賃金等級と保証のある社会的地位」を獲得するにいたっている。こ

　　の資料では、こういう先例に倣ってできた新しい活動場面であり、　「たとえ農

　　甥を相続できなくとも、喜んで農村にとどまろうとする農村の次男j三男が自

　　らの能力を伸ばし、将来自分の農場を経営するための準備にもなる仕事である

　　と評価し、マイスターの資格をもっている人の恰好の，そして将来性のある仕

　　事の一つであるといっているのである。これが，それから15～20年後の現在，

　　どのように位置づけられるにいたっているかは、後述のマシーネン・リングに

　　ついての紹介を参照されたい。
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　4．開発援助者

　　　アフリカ，アジア、ラテンアメリカなどのいわゆる開発途上国では、その圏

　　の発展を援助する専門家（専門教育に熟達した者）に対して多くの派遣要請が

　　あるが、このなかでも農業マイスターへのニーズは高い。開発援助協会（AG

　　E鷺）、ドイツ開発援助事業國（DED）、海外事業（Dσ）などでも．こう

　　いった人材を大いに求めている。

　5．　その他（農学士や特殊専門家など）

　　　これはさらに、農業関係三体の粥導職員や農業関係の教職員への途を志すも

　　のや、かなり特殊な専門職（例えば庭園師、ぶどう園技師、牧羊専門家など）

　　への途である。

　しかし、何といっても最も主流を占めるのは、上述の1。および2，であろう。この

資料の冒頭の箇所には、1964年に20磁の農旧地をもち、15頭の乳牛の搾乳（1頭

当り3，500Kg、1Kg当り0．40D。M．で販売）をして、7人家族を養うことが経済的

に決して容易ではなかったある若い農場経営者が、マイスターを目指して勉励努力

した結果、栄えの称号獲得と共に、農業所得の倍増が達成された例が挙げられてい

る。つまり、マイスターへの途を努力することによって、経営そのものも画期的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22）
改善されるというメリットを指摘しているのである。

　同時に、研修実習生を受け入れることによって、特別の実習教育をおこなう見返

えりとして格段に安い労賃支払いで誠実・良質の労働力の雇用を安定的に確保でき

るというメリヅトがあげられる。しかもそれが、地域農業・地域社会をり一ドし、

農業の合理化を拡めるという社会的貢献と共存しているところに、マイスターとい

う極めて高度の難関への挑戦の意義と魅力があるのであろう。

2．マシーネン・リングにおける経営ヘルパー斡旋業務の動向

　1987年6月に、オーストリアのリンツで第7同のマシーネン・リングの国際大

会が開催された。筆者はこの会合に出席して見聞を拡げることができたが、そこで

前圃の西ドイツ・ハノーバーで開かれた大会での報告に比べて注昌された画期的な

変化は、マシーネン・リングの事業取扱高の中に占める経営ヘルパー等の労働斡旋

事業の急激な拾頭ぶりである。このことは、この大会のあと、現地の調査に入った

西ドイツ・バイエルン州南部のいわゆる「山岳農民プログラム」対象地域の山村に
　　　　　　　　　　　　　　23）
　　　　　　　　　　　　　　　　念のために、オーストリア全困についての統計おいても、極めて顕著であった。
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第5表　オーストリアにおけるマシーネンリングの活動場面の構成変化

（1＞マシーネンリングの取級高（i罫万シリング） 購成銘（％）

合 ㌔三隅靴聯｝㌦㍊（、） ％ ％
烹986隼 52LO露　　　　　　　40156　　　　　　　88．02　　　　　　31メ蔓3　　　　77．1

@　　　　　　　　　　　　隅一
16．9 ’6．0

85駕

W0年

V5無

46930　　　　　　　366，19　　　　　　　　　　　103i　1　　　　　　　　　　78D

Q53マ0　　　　　　　208．20　　　　　　　　　　　　4550　　　　　　　　　　82．玉

W2β0　　　　　　　　77β0　　　　　　　　　　　　　　490　　　　　　　　　　94ユ

22．0

P7．9

T9

（2）マシーネンリングの韓卜したサービス聴閥（蒔聞） 溝成比（％）

合　計 機械利粥
経　　　営社　会　的

wルパー　ヘルパー

1986箱 3221β30 茎388β14 1β02滋33　530383 43ユ　　404 16．5

85無

W0年

V5無

2797，103

Pβ58，581

T41β56

ユ．171452

V47，919

S22，556

1β25β51

X10，66露

P18β00

419

S5．1

V8涯

58．1

T49

Qig

（3）経営ヘルパー（家政ヘルパーを禽む）の人数（人）

総 数
門門ヘルパ

[（男性）

岡　　左

i女性）

1986隼

@85年
@80年
@75年

6β16

U，エ07

R，500

S50

5感32

@一
黶@一

1，384

c一㎜

出所：オーストリア　機械・労鋤リング全国連合会編
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　　『脇・chi…一・・d　B・生・三・b・雌・・i・9・量・○・童。・，ei・ゴ’S呈t・ati…　b・・i・鏡，

　　　1986歩
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資料を整理すると第5表のごとくであって、とくにこの組織活動の正式名称を「機

械利用および経営援助リング」（Maschlnerund　Betrleb曲Hferlnge　i鷺6s艶r－

relch）と改めた1970年代の後半以降に，経営ヘルパーを斡旋する業務が急速に

増加していることが明らかになる。

　今山の圃際会議の共通論題は、でど生産コストの節減と品質の向上と生活の改善の

ためのマシーネン・リング濡動の進むべき方向・であったが．ヨーロッパの中でも

スイスなどと並んで品数のf山主農業地域」をかかえているオーストリアの土地柄

を反映してか、山岳農民経営における「経営ヘルパー」の意義や実情を紹介する報

告が相当数にのぼった。つまり、それは欄約された諸条件下におかれている霞岳農

民経営の生活の改善間題に、高接の関連をもつテーマでもあったのである。そこで

以下では、その主な報告をメモ風に紹介しつつ、これに即癒する人材の養成・確保

の問題として前述の農業マイスターや農家家政マイスター（婦人ならばマイステリ

ンというのが本当であろう）に関説することにしたい。

　この分野の討論の皮切りに、いわば総論部分を担i当する形で登壇したのは、ザル

ツブルク・カンマーグーツ地区で20擁の農民経営を営む農家の主婦（4人の子供を

もつ縫親）ヨハンナ・プラインストルファ女史であった。実はこの人は1973年か

らオーバーオーストリア州の議会議員として活躍し、79年からは州議会議長を勤め

ている女性政治家であり、農村で働く女性の利益iを代表し、擁護するための広汎な

活動をしているジーダーである。

　その報告では、M．　R（以下マシーネンリングの略としてこれを馬いる）の貢献

として、機械の稼働率の向上や投資の問題の解消とともに、熟練労働力に機械利罵

をまかせることによる農作業事故の減少と、主婦による農作業の分担（この山岳地

方の兼業農家の場合は、一般に所要労働の60％が主婦によって担われている）の負

担軽減に大いに役立っている点を指摘したが、さらに注顕されたことは、すでにM。

R発足以前からあった農家間の二六扶助組織としての農業ヘルパー・リングを、1970

年からM。Rの中に組み入れて、経営ヘルパーと社会福祉のためのヘルパーのエー

ズの双方を、1時聞単位のパート・ヘルパーの形で、迅速かつ低廉に充足さぜる体

欄をとり、州全域をカバーするまでに拡充されているという点である。1986年に

はこの爾分野で489嗣の出動件数が記録されているが、この意味でM。Rが経済面

ばかりでなく社会福祉面でも大きな貢献をしていることを強調した報告であった。

さらに、宗教上の理由から兵役を拒否している人々はその代りに一定期間、民間サ

ービスに服務しなければならないという鰯度があるが、これを蟹。Rの農業ヘルパ
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一の業務にリンクさせるという試みも、1981年にはじめてオーバーオーストリア

州でスタートし、それが現在は欄度化されて13入の兵役拒否者が24戸の農家に対す

るサービスを実施中だが，これもオーストリア全州で採朋されるにいたっている。

また，1984年には農家の主婦が働けなくなった塁審の非常に闘難な状況に迅速に

対処するため、M。　Rのほかにも類似の働きをもつ教会関係の組織や、州の関係機

関や農村社会福祉協会などを横断的につないだ、社会福祉サービス・コーディネー

ション委員会を設立したいという。

　以上の報告は多分に、報告者の活動範囲に強くひき寄せたM。Rの機能評価のき

らいがないわけではないが、上述の統計からみても．あながち不当な強調とはいえ

ないであろう。これは次に報告したバウマン・ロッテ女史（地域、州、連邦の各レ

ベルにまたがって活躍している社会福祉関係の組織の会長の任にある人、やはり30

融の農民経営をやっている農家の主婦で、子供もいるが、この分野で「非常に楽し

く仕事をさせていただいている」人である）による、社会福祉機構の概要やその対

象となる人々の生活問題の紹介からも十分にうかがわれるのであるが、これは割愛

して．若干詳しく経営ヘルパーについての報告事例をみていくことにしよう。これ

はM・Rの経営ヘルパーとして働いているヒューバート・シュタインケルナーとい

う農家の青年（両親が農業をやっている）の報告であるが、彼の所属するM．Rは

海抜700～1300窺の、非常に傾斜度のきつい森林・山岳地帯に立地し，6年前に

設立されたが、現在は玉15人のメンバーがおり、大半が酪農と林業に従事している。

こういつた土地条件のためM。Rの活動としては、機械利用の斡旋は少なく、人手

の斡旋がM。R売上げの70％に達している。当初は13人置ヘルパーがいたが、現在

は男女あわせて39人のメンバーがいる。その活動は多分に棺互扶助的な性格が強く

無償で病気や事故、さらには火災などの被害に見舞われた農家を援助することも多

い。むしろ、他の農家での経験を知って、将来、自分が農業経営を担当する際の経

験につなぐという実習教育のような効果もあるから、地域の失業問題に一層拍車を

かけるというようなことはない。また林業に関連したヘルパー活動では植林や伐採

が主になるので、林業や森林無業に権門的な知識のあるヘルパーが重宝される傾向

にある。この場合、一人で森に行くことはなく．何人かのグループでの仕事になる。

　この他にも、サイレージを作るとか、サイロや畜舎を建設する、ガレージを作る

といった土木建築関係の佳事もあり、いい仕事をするといって人気がある。

　ヘルパー同士は毎月第一木曜βに会合して、専門的な研修をしたり懇親のための

パーティを開いたりして楽しんでいる。そして「誰もがリングに入っていることを
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誇りに思い、私たちに仕事をたのんでくる人達に満足感を与えることを私たちの

労働の最終的な囲標として活動している」という。

　また、西ドイツ、ヴェストファーレン州のあるM．Rのマネジャー、ハインツ・

エールマン氏の報告では、当初は新教、旧教の二つの教会の系統組織や農業連盟な

どの援助を受けて、ヘルパー派遣活動が本格化したが、1972年からは近隣の70の

M．Rを網羅する形で「ヘルパー活動促進協議会」が作られ、これが罪ならびに社

会保険機構と「1972年共岡契約」という契約を締結して、社会福祉機構の依頼に

よって、その代行としてM．Rがヘルパーを派遣し、社会保険機構の方から財政的

なカバーが行なわれることになった。

　この体制で1987年に768回の出動があったが、そのうち9％は農繁期の人手不

足のカバーや休暇に行くというニーズに対応するものであった：。これらのニーズに

応えるヘルパーは899人（うち592人は男で塵外の農作業、307人は女性で農家の

主婦代行を担当）おり、そのうち週40時問の就業をするフルタイムのヘルパーは、

男のうちの277人、女のうち152人である。そのほかに必要に応じて随時協力する

フリーの「協賛農家」が355戸あり、パートタイムの主婦代行ヘルパーが155謡い

るという。このM．Rのメンバーが2万219戸で、86年のヘルパー出勤件数8756

件、延17万1000日であったというから、かなりの利用頻度であるといってよかろ、

う。前述のrドイツ農業士への道」の資料で、約20年前に予想されていた経営ヘ

ルパーへのニーズは、その後の農村における二三文化・社会福祉の進展に伴い、か

くも急速に拡大しているのである。

　なお、これと相前後して行なわれた西ドイツのアンナ・ヴェーレ女史の報告によ

れば、西ドイツの健康保険法では、個人農家の農畏が病気や事故によって作業がで

きなくなった場合や、あるいは農家の主嬬に産前・産後の母体保護の必要が生じた

場合、それを補償するために農業ヘルパーや家政ヘルパーを派遣することが法的に

義務づけられているという。このヘルパーの中にはフルタイムのヘルパー（キリス

ト教系組織に所属する本業ヘルパー）と、M．　Rが仲介するパートタイムのヘルパ

ーが含まれるが、前者は1日8時間労働として180マルクが必要であるのに対して、

M．Rの場合は1貝96マルクですむ。閣が社会保険として負担する金額は前者が74

マルク、後者が30マルクであるから、かなり：負担が安くなるわけである。

　なお、西独バイエルン州には、約1万入のパートタイムのヘルパーがおり、年間

の出動時間は460万時間であるといわれるが、このことによって莫大な金額の負担

が軽減されているといえる。
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　つまり農村における社会福祉謝度の充実がM。Rの事業展開と絹互に密接な麗連

性をもちながら近年とみに急速に進展してきた：とみられるのである。

窪。　マイスター制度の門衛的意義

　さて、以上のようにみてくると，元来の農業マイスター丁度は、農業後継者に対

する実務実習教育を徹底的におこない．有能な農業経営者を育成・確保するという

点に本来の眼琵があったが，そのような教育訓練を経た人材が農村の中に蓄積され．

しかもその能力が社会的に評価されて、いわば「一罠置く」形で存在していること

は、上述のように農業ヘルパーや町政ヘルパーに対する社会的なニーズが高まって

きたことに対しても．それに応えうる昏々を養成し．派遣する上で．極めて重要な

役割を演じつつあるものと考えられる。つまり、上述のヘルパーとしての濡動は、マイ

スターを昌指して他人の経営で実務見習いや実務実習を経験することと多くの共通

性をもち、即時にその延長線に位：丁づけられる社会奉仕でもあるということができ

よう。

　例えば、上述のヴェーレ女史の報告では．蟹。R派遣のパートタイムのヘルパー

の方が経済的な：費用貿担で有利ではあるが、そのサービスの質の面でどのような期

待があり、どのような評価があるかについての比較調査（アンケートによる）が提

示された。とくに家政ヘルパーについていえば、　「テキパキと自分で判断して処理

できること、明るく感じがよいこと、よくこまめに働くこと」などが高く評価され

るが、これは教育を受け、経験を積むことによって一層、高められるとみられるの

である。そして、このことを裏書きするかのような印象的な報告があった。それは

オーストリアのクラン届の流域にある兼業農家の二番目の娘、バーバラ・クラーバ

ーさんの報告であるが、彼女は800戸ほどのメンバーのM。Rに属し、　「ふだんは

家で農家の仕事をやっているが，年中、いつも忙しいというわけではないので、ヘ

ルパーとして出ている。しかしヘルパーは単に家事だけでなく，畜舎の仕事や畑の

仕事もしなければならず、あらゆる面で農家の主婦の代理を務めなければならない。

このように仕事は非常に多面的であり、内容的にも面白いものであるが、非常にむ

ずかしい面もある。しかし私達は、いつも学習意欲をもっていなければならないし．

適応性をもっていなければならない。家族の一員のように受け入れられると同時に，

他面では、自分は、プロとしていま、ここに来ているのだという意識が必要だと思
　2壌）
う。」
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　「そしてヘルパー自身にとっても得ることが多いのが、このヘルパー一活動である。

いろいろな人と知り合いになり、いろいろな人の考え方を理解できるようになるこ

と、そして様々な農家で働くということによって胸囲をつけるということ、そして

その自信をつけるということによって、自分の家で働くときにも良い仕事ができる

ようになるということ。そしてヘルパーとして他の人を助けるだけでなく、自分の

収入にもつながり、ひいては南分の家の農家生濡を充実させることができるように
なること螺胤い湘この感想は、一ル心としてよりも謬しろ跡の鍬マ

イスターを膿指している娘さんの感想にふさわしいようにさえ思われる。そしてそ

れは前述の、農業ヘルパーとして素躍しているシュタインケルナ一癖の感想とも大

筋で一致している。

　総じて、農村集落全般が後継者を教育し養成する雰囲気を色濃くもっている中で

は、ヘルパー綱度もマイスター制度も混然一体となって、ムラの人材養成・確保に

つらなっているのであり、それが山岳農民地域の、高い民度の、しかも個性豊かな

バカンス対応にもつらなっているのではないかと考えるのである。それは例えば夏

の山道で登山客と行き交う農民の自然愛護のベテランの態慶に通じ、属宿における

テキパキとした清潔な主婦の対応につらなるものであろう。そして、このような農

村の教育的な雰囲気の全般的な整舎性こそ、農業改良普及とか、農業後継者育成と

いった「患の長い、地味な廷事」にとって、不可欠の条件になっているように考え

るのである。　（1988，エ，29）

（注）

1）社宅法人全圏農村青少年教育振興会『ドイツ農業士への道』昭和46年3月刊（以

　下このプリントを「マイスター一資料」と略称する）1頁参照

2）木村慶男『西欧諸国の普及事業　その組織と活動』（全国農業改良普及協会、

　昭和50年置を参照、なおこの文献には、西ドイツのほか、イギリス、オランダ、

　デンマーク、スイス、フランスの紹介がある。

3）木村慶男『上掲書』53頁以下を参照。

4）D琵ULA　については前掲「マイスター資料」にも若干の紹介があるが、その全

　容は必ずしも詳かでない。

5）例えば林業マイスターに関連するものとしては、バイエルン州の実態を紹介し

　た北海道林業改良普及協会編『西ドイツにおける林業後継者の技能養成』（スラ

　イド・昭和62年）のような資料がある。
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6）木村慶男『前掲書』66頁参照。

7）田島重雄i『世界の農業教育』（筑波書房

8）　「マイスター資料」4頁以下

9）上掲「資料」19～20頁

10）上掲「資料」4頁および15頁参照。

11）上掲「資料」29頁より。

12）上掲「資料」24頁より。

13）上掲「資料」34頁より。

14）上掲「資料」29頁より。

15）16）上掲「資料」33頁～34頁より。

17），18）上掲「資料」35頁より。

19），上掲「資料」36頁以下を参照。

20），21）上掲「資料」41頁より。

22）上掲「資料」3頁参照。

23）西ドイツ。バイエルン州、

　家で設立、

　在、1，3io人の会員、

昭和60年）的頁以下を参照。

　　　　　　　　　　　　　　シュタインガーデンのM。R（1967年、14戸の農

　　　　　　1971年から専任マネジャーを置き会員数75入となり、1987年現在

　　　　　　　　　　　2，985戸の管内農家の44％が入会している）のマネジャー

　ヴェルノ氏から聞取り結果によれば、年間取扱高の約50％を占めているが、冬場

　の森林作業のためのヘルパー斡旋もかなりあるという。

24），25）この発言箇所は、今回の訪欧研修旅行に同行された勝田徹氏の「録音テー

　プによるメモ」を引用した。なおこのほかの、会議における報告内容についても、

　網地のメモに負うところが大きいので、記して謝意を表する次第である。
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