
給講演給

集団的農用地利用の展開

梶 井 功

内 容

1.集 団的農 地利用 は必ず しも新 しい課題ではない。

2.集 団的 コン トロールを再登場 させた事情

m集 団栽培がなぜ 出て きたか

聞 高性能機械 ・施設利用 と集団的農地利用

{ウ}高 商品作物特化 と普通作集団化

倒 高性能機械体系的利用 とオペ レーター協業

オ 地力再生産のための集団的 コン トロール

3.水 田利用再編と集団対応

ア 団地転作の類型

イ 集団転作と担い手育成

4.土 地利用の集団的編成替え

ア 土地利用の方向性は誰がきめるか

イ 地域農業集団と集落の機能

ウ 土地利用と地代調整

一4一



1.集 団的農地利用は必ず しも新 しい課題ではない

集団的農地利用の展開ということでお話するこ

とになっています。集団的な土地利用とは、ご承

知のように、水田利用再編絡みの中で注目される

ようになっています。特に集団転作に奨励金の嵩

上げが行われるようになりましてか ら、ずいぶん

方々で取り組まれております し、概 していいます

と、何か転作政策に乗っかった形といいますか、

そういう嵩上げ奨励金を獲得するための手段 とい

う形に、思われがちなんですが、どうも、 この集

団転作を実際にやっているところのケースを拝見

してみます と、ただ単に、水田利用再編政策 との

絡みの中で出てきたような、その意味で、奨励金

がな くなったら消えてしまうというものではない

ような性格といいますか、これか ら日本の農業の

問題を考えていくうえで、どうしても今出て来て

いる、この集団的な農地利用という仕組み、これ

がかなり有効性を持って くるのではなかろうかと

思われる側面がずいぶんあるような気がするので

す。それがいったいどういう側面でそういうこと

がいえるのか、集団的な土地利用という体制を成

り立たせている本質的なファクターは何であり、

それがどういう形で これか らの日本の農業のあり

方に関わっていくのかということを、若干整理 し

てお話 してみたいと思 っています。

この集団的な農地の利用ですが、農地利用とい

う点で考えてみますと、そもそも農地利用は、あ

る意味でいいますと、個別の占有主体が個別で利

用すると、やっていけるというものではないので

す。もともと集団的な利用の枠組みといいますか、

その中で程度の大小があるわけですが、本来的に

いって集団的なコントロールの下に置かれていた

といっていいのではないかと思います。もちろん

その集団的な利用の枠組みとか、コン トロールの

強さというものは、これはその農地を再生産とし

て安定的に使っていく。つまり地力の再生産を含

めまして、継続 して一定の生産力を発揮するよう

な形で使っていく。そのためには、そういう地力

再生産をめぐって、個別では管理 しきれない、共

同的な管理の中でなければうまくいかないような、

そういう性格のものがたくさんあったわけです。

普通に近代化といわれています過程は、農業に関

していいますと、もともと本来的に共同体的なあ

るいは共同的な管理の下でやられていた農地利用

の永続性を保障する手段、これを段々段々個別で

利用できるようなものにしていった過程というの

が、近代化といっていいんではなかろうかと、こ

う思 うのです。

若干例を挙げますと、これは何 も日本ばかりで

なくて、ヨーロッパでもそうだったと思 うのです。

三園式と輪栽式ということで挙げてありますのは、

ヨーロッパでもそうだったという意味で典型的な

例として挙げてあるわけですが、三圃式の場合に

は、集落の圃場を3つ に分けて1/3を 休閑にす

るという形でやってきています。1/3休 閑にす

るという意味は、休閑の間に、例えば宿根性の雑

草を排除するという作業が必然的にそこに入って

くるわけです。 ヨーロッパでも雑草退治が大変な

大問題だったらしく、特に地下茎で繁殖す る雑草

が非常に障害になる。それを除 くのには、ものす

ごく深耕しまして、夏の暑い日に深耕して、これ

を反転 して、地表に地下茎の切ったのを出 して、

そして太陽の熱で枯 らす ことによって雑草防除を

やるわけです。深耕するわけですか ら、かなり重

いプラウを使わなきゃいけない。重いプラウを使

うのには、引っ張る家畜がたくさん要るので、休

閑のための夏期休閑耕を、だいたいは個別ではと
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てもやりきれなくて、共同作業でやっていたわけ

です。共同で一つのプラウを、何軒かの家畜を提

供 しあって、例えば6頭 で引っ張るという形でやっ

ていたのが、もともとの夏期休閑耕です。ですか

ら、一番大事な地力再生産の中心である夏期休閑

耕を実施するうえで、個別ではできなくて、共同

でやりますから、いつどういうふうに作業をやる

かという手順がみんなそろわないといけませんか

ら、他の穀物をつ くるのも、同 じような作業がで

きるように手II頂をそろえていく形が必要になって

きていることもあるわけです。余計なことですが、

重いプラウを使うために、3軒 か4軒 組んでやる。

プラウを一緒に動かすために、家畜を提供 しあっ

て組む農家の単位、これをチームといったんです。

チームというのはスポーツ用語ではなくて、農業

用語だったのです。家畜を提供 しあって夏期休閑

耕を実施する単位、その組合せをチームというよ

うに表現 したわけです。

それは夏期休閑耕ばかりではな く、三園式の場

合には、一番問題なのは、家畜を飼うための餌が

あるわけですが、その餌に2つ あります。一つは

共同採草地から取る餌、これももちろん共同で管

理 します。もう一つは、麦を刈 ったあとを家畜に

食わせる。刈りあとに放牧するという体制で家畜

を飼うわけです。麦を刈ったあとの刈り株は家畜

を飼うための餌である。その家畜が、集落の耕地

のいわば再生産を保障するという意味で非常に大

事であるということで、この刈り株は刈るまでは

個人の耕地ですが、麦を刈ったあとの刈り株は全

部部落のオープ ンになるわけです。どこの圃場に

入っていっても、どの牛が、あるいはどの羊が入っ

て行って食ってもかまわないという形でオープン

にする。部落に対 してオープンにしますから、三

園式の制度のことをオープンフィール ド・システ

ムというわけです。刈りあとをオープンにするか

らオープンフィール ド・システムというふうに名

前がついています。部落の家畜に対して、ある時

期から一斉に部落の耕地が全部オープンになると、

そういうことをやるためには、刈る時期がばらば

らになっては困るので、刈る時期をそろえなけれ

ばいけない。当然にこれは播種時期からそろえて

いかないとうまくない。そして、どこの圃場には

何をつくるということをみんなで協定して守 らな

ければいけないということで、オープンフィール

ドを可能にするために作付け強制というものが行

われることになっていたわけです。ですから三圃

式の場合には、完全に共同的な管理の下に地力の

再生産が行われ、農業の再生産が行われていたわ

けです。

もう一つついでにいいます と、オープンになる

時に、刈り株が家畜に対 してオープンになるばっ

かりでなくて、落穂もオープンになるんです。で

すから落穂は誰が拾ってもいいという形に、部落

に対 してオープンになるわけです。特に、集落の

中で働き手の少ない未亡人世帯の場合には、その

落穂はかなり重要な生活の資源になったようです。

ミレーの 「晩鐘」で落穂拾いをやっている、女の

人がお祈りをしているのがありますが、あれは一

般農家の婦人ではなくて、特に部落にオープンに

なった落穂を拾って、それを重要な生活源にして

いた方々のお祈りの姿であるといわれております。

それが輪栽式の過程になってきますと、共同的

な形で管理するのでな くて、それぞれの休閑にし

ていた土地に対 して飼料作物が入っていく。飼料

作物を自分でつくって家畜を飼うという体制がで

きることによって、刈 りあとをオープンにすると

いう必要性がなくなって くることがあります し、

同時に、この輪栽式ができる過程では、畜力耕と

いうもので飼料株をた くさんつくっていくわけで

すから、そのためには畜力農具の改良をもっと進
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めなきゃいけないということで、特に有名なのは、

従来の重い鋤にかわって軽い鋤ができて くるわけ

です。軽い鋤で少ない家畜で引っ張ることができ

るということになる。少ない家畜で引っ張ること

ができますから、今度はチームをつ くってやる必

要がなくなって個別化 していくわけです。そうい

う技術的な内容をもって初めて三園式から輪栽式

へと移行することになります。

その他にも農業革命の中身としては、いわなけ

ればならないことはたくさんありますが、技術的

な側面についていえばそういうことです。従来の

共同的な仕組みの中で しかできなかった地力再生

産が個別化 していく過程で近代化が進んでいくと

いうことであったわけです。

日本の場合でも、水なり地力の再生産の基にな

るような草なり、木の若芽、刈敷などを刈るとい

うのは、全部共同的な管理という体制の中で昔は

行われていたわけです。特に水については、個別

で管理するということは、草以上に不可能である

ということで、共同的な管理でやらざるを得ない。

それは今でも続いているわけです。ですから一定

の水の利用の規制、いつ水を入れて、いつ水を落

とす という、その大枠の中でしか水田利用はでき

ないという形でやってきております。水が全体と

しての耕地に足りないと。溜池地帯なんかによく

ありましたが。そういう場合には部落全体の中で、

1割 ぐらい犠牲田をつくって、9割 の水田を救う

ということがやられておりました。その慣行とい

うものが今で も残っている所があります。奈良県

でまだそういったようなのが残 っていて、それが

水田利用再編では、ちょうどうまい具合に、昔は

水不足のために1割 、2割 の犠牲田をつくったの

をうまく転作田に充てるというような形で回転し

ている例 もあります。

しか し、水が豊富になってきますと、そういう

共同で全体を救うために、全体の1割 はカッ トし

て、ただ田植えをしないというのはな くなって く

る。個別な自由というのは、水利条件が整備され

ますと、かなりよくなって くる。例えば従来の水

の利用の仕組みが、水が入っている間は、ただ田

越灌概なんていうのをやってますと、自分で勝手

にやるわけにいかない。全体の水の管理の中でし

か自分の田植えはできないことであったのが、用

排分離というものが行われて、個々の水田に水の

かけひきが自由になりますと、そういう規制から

はかなり自由になってくることがあるわけです。

かなり自由になるといいましても、日本の場合に

は、やはり末端の水域に、水をいつ入れていつ落

とすかという大枠は決っていますから、かなり自

由になったといっても、まだその点での制約は残っ

ているということがあるわけです。

水の場合には、そういった意味でかなりまだ残っ

ておりますが、林野の場合には、 もう完全に土地

利用は個別化 したといってもいいと思います。昔

は林野の利用というのは、耕地の地力を再生産す

るための日本でも一番重要な資源であったわけで

す。刈敷が重要な地力再生産の基になっておりま

した し、おそらくこのへんの山村だったらだいた

い昭和15、6年 頃までは残っていました。戦後で

もまだ刈敷をかなりの山村で使っていたケースに

ぶつかりますか ら、かなりあとまでは残っていた

ことは確かですが、そういう刈敷は、意外に早 く

購入肥料に置き換えられるようになったわけです。

魚粕すでありますとか、あるいは籾かすでありま

すとか、さらに硫安であるとか購入肥料に置き換

えられるという形で、刈敷をとるために林野を共

同で管理するという必要性はなくなるわけです。

刈敷が非常に重要な地力の再生産の基になった時

には、刈敷というものは大量に運ぶわけですから、

運搬手段 としてどうしても家畜が要 ります。家畜

一7一



を飼うためには刈敷山と平行 して、飼料を取るた

めの草山を用意しなければならないという話に、

当然なってまいりますから、明治の初年頃ですと、

あまり木を立てた山はなかったみたいです。

た しかに明治の時の初代の山林局長であった、

桜井勉さんという人の本に 「日本の山林」という

本がありますが、日本の山というのは、連々とし

て続 く草山だという記事があります。木の立って

いる山は2割5分 しかないということを書いてい

ます。あの頃の山林局長ですから、大いに植林を

訴えるためにやや誇張 したのか もわかりませんが、

耕地の地力を保持するために、草山という形で山

を利用 していたことになっているわけです。です

から、その頃日本の農用地利用率というのを計算

したら、おせ らく今のイギ リスやヨーロッパと同

じように、私は国土の40%ぐ らいは農用地でござ

います ということになっていたのではないかと思

うんです。今た しか17.8%で す。20%い かない。

というのは、そういう林野が全部共同的な管理の

下に農業生産に組み込まれていたのが、その地力

の再生産の基が全部購入肥料という形で置き換え

られて再資源としての意味を失 ってくる。失って

くると同時に、今度は家畜のほうも、 もともと畦

畔なんかた くさんありますか ら、畦畔の草である

とか、あるいは藁で飼うとかという形で飼料源と

しての意味を失って くるという中で、逆に都市が

発展 していきますと、どうしても木材の需要が出

てまいりますから、木の値段が出てきて植林が進

んでいくという形で農業から離れていく。そして

植林の対象になると同時に、これはかなり、例え

ば入会地なんかも分割されて個別化 されていくと

いう過程をたどることがあったわけです。そうい

う意味で、普通近代化 といわれる過程では、かっ

ては共同的な管理の対象に置いていた農業資源と

いうものを個別利用化 していく。それがある意味

でいえば近代化の過程だったと、いって もいいん

じゃないかと思 うんです。

しか し、戦後になりましてか ら、そういう意味

で近代化という過程でどんどん個別化 していった

ような農地に対する集団的なコントロールが、だ

いたい35、6年 以降になりましてか ら、又最近、

どうしてもそれを個別化でやっていくのではうま

くな くて、共同でやっていかないとうまくないと

いうことが、35、6年 頃か ら、新 しい動きとして

出てきていると思 うんです。そういう問題が出て

き始めた頃は、意味の重要性は気がつかなかった

んですが、現在の時点に立って考えてみますと、

新 しい意味での農地に対する集団的な規制といい

ますか、集団的なコントロールの必要性が、それ

を必要 とするような要素ができてきてると考えて

いいようです。

2集 団的 コン トロール を再登場 させた諸事情

(r集 団栽培がなぜ出てきたか

そのい くつかのファクターのうちまず第一に私

は、愛知県の西尾さんなんかの推奨で始まりまし

た集団栽培ではないかと思います。集団栽培の場

合には、新 しく出てきたような穂数型の品種をう

ま く使いこなして増収をやってい くためには、こ

れは防除の徹底がどうしても必要になってきます。

新 しい穂数型の品種というのは、多肥性で肥料を

余計に使いますから、どうして もこれは病虫害が

多発 し、それを抑えるためには防除の徹底 という

問題が必要になってくる。防除の徹底ということ

を考えてみますと、これは個別でやっていたので
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はうまくない。全体としてやっている所、やって

いない所があったのではダメなわけです。一定地

域についてある広が りの中で一斉に防除の徹底が

行われることでなければ、うまくないことがはっ

きりしてきます。

更に増収技術 として間断灌概が非常に重要な意

味をもってきたことが、この35、6年 頃からはっ

きりしてまいります。 この間断灌概が、増収技術

として注目されるようになったのは、これは非常

に大きな意味があることです。もともと水稲は、

水の中に入っている植物ですから、水稲が健全に

生育 していくのには、根に酸素を供給する必要が

あることは、日本の稲の学者は30年 頃まではあま

り考えていませんで した。30年 頃か ら、稲は水

の中で育つけれども、稲の根に酸素を供給するこ

とが増収上意味があるようであることに気がつき

だ しました。

実際に注 目させるようになった切っ掛けが、朝

日新聞でず一つとやっておりました米作日本一が

ありま した。その米作日本一の中で、各県から出

て くる トップクラスの技術の中で、非常に常識的

に、それまでの科学のほうの理解では、 こういう

田圃ではとても高い収量は望めばいと思われる水

田で、大変高い収量をあげる事例がだいぶ出て く

るのです。30年 頃までの間に、特にここで一番有

名になりましたのは、富山県の土肥さんなどがやっ

てきた例なんですが、普通です と湿田の所であん

まり増収ができないはずだという所で、大変高い

収量が出て くる。その高い収量の出てくるのを見

ますと、灌慨水を動かすという操作を一所懸命やっ

ている。灌慨水を動かすのはいったいどういう意

味があるかということを、30年 頃から日本の稲の

研究者が研究を始めるんです。そこで初めて、稲

の根にも酸素の供給が非常に重要であると。その

ためには、時々灌濁水をきってやって、根の所に

酸素がい くような操作をやることが非常に意味が

ある。間断灌慨というのは非常に意味がある。あ

るいは同じように水を操作するにしましても、水

がただ単に動かない状態でいるのでなくて、水が

横に流れるのでなくて、上か ら下に流れるような

水の流れをつ くることによって、酸素を根の所に

供給 してやることがいい。 増収技術 としてやっ

ているのは、そういうことをうんとやっているこ

とをはっきりさせるわけです。で、35、6年 頃に

これが初めて体系化 されまして、間断灌慨という

技術としてつ くり上げられて くる。

間断灌概という技術を本当に駆使 して収量を上

げようと思いますと、水の制約の問題にぶつかっ

て くるわけです。ある一定の地域で、水を入れた

り、水をきったりということをや らないと、間断

灌概の効果は、個別で灌排が分離 しまして、従来

の常識でいえば、個別の水田への水のかけひきが

自由にできるようになった水田で も、集落なら集

落という単位で水をきって、50ヘ クタールなら50

ヘクタール ぐらいのところで水をきって、完全に

干すということをやらないとうまくないことがはっ

きりして くるわけです。そういう間断灌概をやる

ためには、稲の生育ステージがみんなばらばらに

なっていたのではそういったことはできない。ど

の時期に水をきるかということが決って くるわけ

ですから、そういう技術を駆使するためにも生育

のステージをそろえなければいけない。生育のス

テージをそろえるとなりますと、これはどの地域

にはどういう品種を植えて、それにはどういう施

肥設計でやって、どういう肥培管理をやって、い

つ頃までにどういう生育状況に持っていかせるか

ということを、これは間断灌概の技術を駆使 しよ

うと思う範囲で協定する必要があるわけです。協

定が各農家で実施できないとすれば、それを実現

するために今度は、例えば共同作業なりあるいは
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作業の受委託なりというものを組まないとうまく

いかないことになるわけです。そのへんのところ

を体系化 して、西尾さんが集団栽培という一つの

新 しい増収のために生育ステージをどう一定地域

にわたってそろえていくか、そのためにはそこで

の水田利用をどうコントロールしていくか、個別

の利用に任せるのではなくて集団的なコン トロー

ルでいかないとダメだということを、35、6年 頃

から、実践に乗り出されて、大変大きな成果をあ

げることになるわけです。

今、米の反収を上げるのがあまり熱心ではない

ようですが、42年に大豊作になる大きなファクター

は、この集団栽培によって、技術の平準化が図 ら

れたことが、非常に大きな役割を果た していると

私は思 うのです。愛知県に始まったのが九州のほ

うにと広がって、新佐賀段階というのをつ くって

いきます。その新佐賀段階のあとでも、今度は東

北、北海道に、そういう集団栽培の、いわば技術

体系といいますか、や り方が浸透 して全般的に収

量の レベルアップを実現 していくことになったわ

けです。

ここで私どもが考えておかなければいけません

のは、どういう品種を選択するのか、その品種に

対 してどういう施肥設計をやるか、あるいはどう

いう肥培管理の技術を加えるかということは、こ

れはまさに、小農 としての経営主が一番能力を発

揮する場だと思われている問題なんです。そうい

う点で、経営主の経営が、一番経営主 らしい資質

といいますか、機能を発揮するのは、今年はどの

品種を、どういうや り方でやるか、それが基本方

針になるわけで、そこのところに経営者の一番能

力がかかるんですが、そういう機能す らも、これ

は現在の進んだ、例えば防除の徹底であるとか、

あるいは間断灌慨であるとかいう、技術を駆使 し

てやっていこうとすれば、個別の自由な判断では

ダメだ。一定地域の中で土地利用を協定する中で

しか効果が発揮で きなくなってきているというこ

とで、その問題が出てきたわけです。

いずれにしまして も、従来、肥料をどういうふ

うにやるかとか、あるいはどの品種を選択するか

という、いわゆる労働対象に関わるような技術と

いうのは、これは経営規模の如何に制約されない、

まさに小農技術の精髄がそこにあるといわれたも

のですが、そういう小農技術ですらも、個別がかっ

てにやったのでは成果があが らない。それだけ技

術内容が高度化 し精密になってきますと、それが

適応 して効果を発揮するためには、一定の広がり

をもった技術として運用 していかなくてはダメと

いうことが集団栽培の中で出てまいりました。

{イ1高 性能機械 ・施設利用と集団的農地利用

集団栽培と同時に、もう一つ、集団的な土地利

用という問題です。これが大きくクローズアップ

させる契機になりましたのは、高性能の機械施設

というものを利用 していく。そのためには当然 こ

れが集団的な土地利用ということを前提にしない

と、高性能の機械施設は使いこなせない。 これは

いろんな構造改善事業以来の諸事業の中で、実際

にぶつかってどこでも経験 した事実です。例えば

みかんで防除施設を駆使 してやっていこうという

ことになりますと、その防除施設の効率性のため

に、みかん園が方々に散在 しているのではうまく

ない。みかん園をつ くるなら団地ということにな

らざるを得ない。あるいは施設でも、例えば電気

の利用であるとか、あるいは水の利用とかという

点からいって施設団地 ということでまとめないと、

施設の効率的な利用ができない。これはもうどこ

でも経験 している問題です。そのためには、個別

の人たちが勝手に方々でやるのでなくて、一定の

広がりの中でまとまった対応を しないとダメだと
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いうことが、特に高能率生産団地造成 という中で

は、全国どこで も経験 した問題です。いわば高能

率の機械あるいはその施設というものを生産力化

してい くためには、個別経営では対処で きない。

集団的な対応でないとうまくないということです。

その点を特に、典型的に示 しているといっていい

のは、飼料作をスチールサイロと結合 した形で効

率的に利用 していこうという場合です。 この場合

非常に典型的に出てまいります。ただスチールサ

イロを使いこな していくためには、かなりの量の

飼料作物をサイロに詰めなければいけない。その

ためには一定の飼料作の面積が確保されないとい

けない。飼料作の面積は、面積的に確保され、あっ

ちこっちに飛び飛びじゃ話にならないわけです。

スチールサイロの高い施設にがっちり入れていく

ためには、運搬に多くの時間がかかる仕組みでは、

なかなか効率的な利用はできないことになります

から、スチールサイロと飼料作をうまくどう使っ

ていくかというのを、団地的に組み合せないと、

これがうまくないことになってまいります。そう

いう高性能の機械施設利用と集団的な農地利用と

いう問題をクローズアップさせることがずいぶん

起こり始めました。

団 商品作物特化と普通作集団化

それか らもう一つ、構造改善事業以来 といって

いいかと思うんですが、施設園芸なり、あるいは

みかんなりということを申し上げましたが、特化

するような商品作物 というのは、個別でやりまし

ても逆にその特化 した商品作物を個別で沢山やれ

るためには、一般の耕種作物のほうを集団的な対

応でなんとか、レイバー ・セイビングといいます

か、それをやらないと商品作物 も伸びないという

のが、やはり構造改善事業の中でかなり方々で出

てまいりました。一番典型的なのは、ここに静岡

県の大東町の事例の場合には、た しかメロンだっ

たと思 うんですが、メロンを各人は施設、ハウス

で生産を伸ばしていく。そっちのほうは個別で大

いにやるんですが、その生産を伸ばそうと思いま

す と、どうしても、ここのところで、普通の水田

のほうが重荷になって くる。そうすると、その水

田は全部、集落で生産組織をつ くって、水田耕作

は完全に個人から離れてい く。その生産組織で全

部 こなして もらう。こなしてもらうためには、水

田利用 というものは一切そっちの生産組織に預け

て しまうという仕組み、これが出てまいります。

青森県の浅瀬石町の場合には、りんごと水稲が くっ

ついている地帯ですが、りんご生産に各人が本腰

を入れて取 り組む。そうしますと、どうしても水

田の管理問題 とぶつかってくる。そうすると一番

収入源になるりんごは個別でやっているけれども、

重荷になる水稲のほうは協業組織のほうに任せて

しまおうということで、集落の水稲生産を全部協

業のほうに任せるというタイプ、 これが出てきて

おります。

国 高性能機械の体系的利用とオペレーター協業

もう一つ、こういう集団的な土地利用というも

のを考えさせるうえで、これからこういった側面

がもっと強 く出て くると思っておりますのは、先

程高性能の機械施設の利用ということが農用地の

集団的な利用を促 してくることを申し上げました

が、この高性能の機械も、体系的に使っていくこ

とになりますと、又違った問題が出て くるわけで

す。特にそういった問題を私どもに非常に印象的

に教えてくれましたのは、北海道の網走の営農集

団ではなかろうかと思います。これはご承知のよ

うに、北海道は高度成長の過程でずいぶん離農が

出て くる。従 って個別経営の規模 というのはずい

ぶん大きくなりまして、従来15ヘ クタール ぐらい
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だったのが20ヘ クタール、30ヘ クタールになって

くる。農場経営 らしい農場の経営に段々なってく

るわけです。そこで問題になってきますのは、そ

ういう規模を大きくした農場をどういう形で運営

していくかという問題が出てまいります。当然そ

こで高性能の機械の導入が図 られて くるのですが、

何 も北海道ばかりじゃありませんけれども、農業

生産、農業技術という点で一番問題になりますの

は、農業労働は非常に特徴がありまして、人間が

勝手に自分の都合のいい時に作業をやればいいと

いうものではないはずです。農業労働は作物なり

あるいは動物なりが、そっちのほうが要求する時

期に人間が労働を加えてやらないと、作物は育た

ない、家畜 もうまくいかないことになるんです。

人間の都合で作業をする時期を決めるのでな くて、

作業をする時期は作物のほうが決める、あるいは

動物が決めることになっています。

つまり作業適期が非常に農業の収量を上げてい

く、生産力を安定 していくためには、重要になっ

てくる。その意味で経営規模が大きくなるという

ことは、処理 しなければならない作業量は非常に

多くなるわけです。しかし、多 くなったのに応 じ

て作業適期は延びてくれるかというと、そうはい

かないで、大きくなった必要なその作業の処理量、

これを従前通りの同じ作物構成をとっているとす

れば、作業適期の中でこなさなければならないと

いう問題になるわけです。それをやるためには、

当然 これは高性能の機械の導入ということが問題

になってまいります。しかしその高性能の機械の

導入をやりましても、そういう作業に合せて全部

入れていけば、これを体系的にそろえていくこと

になりますと、大変な金がかかることになるわけ

です。特に高性能の機械は、だいたい作業専用機

になります。作業専用機は作業のそれぞれの必要

に応 じて、効率的な稼動規模がそれぞれの専用機

で決 っております。例えば普通型のコンバインな

らいくら狭くても効率的に使うのには、80ヘ クター

ルぐらいの稼動規模を確保 しないと困るとか、あ

るいはビー ト八一ベス トだった ら60ヘクタールだ

とか、ということになってきます。そういったも

のを体系的に組み合せて効率的に使っていこうと

いうことになりますと、本来で したら、それが成

立するためには、各作業専用機の最小公倍数だけ

の面積がいるんです。そういう作業機を個別経営

で体系的に使いこなそうとしますと、飛躍的な規

模拡大というものが要求されることになるのです。

どれ くらい飛躍的な規模拡大が必要になるかと

いうのは、ちょっとよ くわかりませんが、それを

追求 したところが、スペインにコーペラティブ ・

ファームというのがあります。地主さんたちが集

まって共同農場をつ くるわけです。そういう高性

能の機械を効率的にどう使ってい くか、使いこな

すにはどれ くらいの面積が適正であるか、スペイ

ンの地主さんたちが共同組合をつ くって運営する

ことを始めるわけです。話に聞きますと、だいた

い500ヘ クタールとか1.000ヘ クタールとか とい

う、どんどん規模が大きくなるようです。おそら

くそうなるんで しょう。そういう作業専用機が出

てまいりますと、ヨーロッパでもそういう作業専

用機という形で高性能な機械が使われるようになっ

てきますのが、一般的にはだいたい1960年代に入っ

てか らです。その頃からやはり同 じような問題が

ぶつかって出てくるわけです。高性能な機械を体

系的に使いこなしていくためには、どうして も経

営規模の飛躍的な拡大というものが必要になって

くる。従来の20ヘ クタール、30ヘ クタールじあ間

に合わんというふうな問題が出てきたわけです。

皆さんもよくお聞きになるか もわかりませんが、

西 ドイツでもってマシーネ リングという、機械の

作業受委託を組織的にやっていこうという組織が
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できております。これが出て くる背景は、作業専

用機というものの登場が飛躍的な規模拡大を要求

する。しかしそれは個別経営ではとても不可能だ。

それで、個別はそんなに体系的には持たないで、

持っている機械は部分的だが、利用のほうは体系

化 したい。それをどのようにやるかということで、

ある人は普通型コンバインを持ち、ある人はビー

ト八一ベスターを持ち、という形で自分の作業以

外に持たない人の作業を引き受けてや ってやる。

お互いが作業受委託の リングを組むという形で解

決 しようということで動き出 したのがマシーネン

リングといわれている組織です。日本で もそれを

真似して農業機械銀行というものが農林省の施策

の中でもや られておりますが、そういった問題が

作業専用機の登場と共に出て くるわけです。

網走のこの営農集団の場合には、それをどう解

決 したか。マシーネンリングという形の解決の仕

方も一つの方法ですが、網走では、みんなで共同

作業で、これを解決 していこうとしました。機械

の体系的な利用をや りますときに、これを各人が

持ってやるというのは不可能なので。だいたい300

ヘクタールぐらい単位の集団でもってやってみま

すと、だいたい10軒 ぐらいということで、体系的

な利用をやっていこうという仕組みをつくり上げ

たようです。そのためには作業適期に合わせ機械

を動かさねばいけませんか ら、例えば春の時期に

は、ある トラクターにはプラウを付けっ放しにし

て、起こす専門で走 り回ってもらう。あるトラク

ターにはカルチベーター付けっ放 しにしておいて、

整地に専念で走 り回ってもらう。あるいは施肥、

播種というものには、それも トラクターに付けっ

放しにして、それを動かす人は専門で走って もら

う。同時に、同じ時期に複数の トラクターがそれ

ぞれの作業機をくっつけたのが、専用機化 した ト

ラクターが同時に走り回るという形で、作業適期、

作業規模が非常に大きくなった中で、しかも作業

適期は動かないという矛盾を解決 していこうとい

うことが出てくるわけです。

ある意味でいいますと、営農集団というものを

オペレーター協業という形で解決していこうとい

う仕組みをつくり上げたわけです。そうなります

と、これはみんなが共同 して、機械を体系的に使

いこな して、オペレーター協業でやっているとい

うことですから、作付けを、各人が勝手に思い思

いの作物をっくってたのでは、とても能率は上が

らないということになるわけです。どうしても集

団全体として、経営は個別で、収益は全部、自分

の畑のやつは自分の収入になるんですが、どの圃

場にはどういう作物をつくっていくかということ

は、個別では決定できない。集団で、その機械の

効率的な利用に合わせた形で、作付け作物を決め

ていくことになってきているわけです。そういっ

た動きが出てきますと、今度は例えば、耕種農業

と酪農経営というものが、300ヘ クタールなら300

ヘクタールのチームの中に混在 していることにな

りますと、これは作業の編成が不可能だという話

になるわけです。みんなと一緒にやっていくのだっ

たら、家畜をやめるか、という話にならざるを得

なくなるのです。経営組織のあり方まで、全体で

この集団としてはどういう経営組織 といいますか、

農業生産の内容を選択するかということも集団で

決めていく。形は個別経営であって、作業工程が

集団でオペレーター協業という形で組まれている

ということですが、もう作付け地の決定、あるい

は生産内容の決定というものは、個別の自由から

離れて しまって、そこまで集団的なコントロール

がいきわたることになるわけです。そうなります

と、今度はさらに、経営規模自体もでこぼこがあっ

ては困る。10ヘ クタールと30ヘ クタールが組むの

では、なかなかうまくは息が合わないことがあり
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ます。幸いにしてここの場合は離農者がずいぶん

ありま して、離農する人の土地を経営規模の小 さ

い人のところに優先的に確保 してもらうことで経

営規模をそろえるというところまでやっておりま

した。ただし、最近、この網走のほうは見ていな

いんで、その後どうなったかわかりませんが、こ

れがつぶれたという話は聞きませんから、北海道

の方がいたら教えていただきたいと思います。こ

の網走の営農集団もたしか朝日の、今の集団の受

賞対象になりました。こういう集団でやっている

組織は、どこかが表彰されますと、表彰されたあ

とつぶれてしまうのが結構多いんですが、ここの

ところは大いに頑張っているみたいです。

け)地 力再生産のための集団的コントロール

それから、今までいいましたのは、だいたい機

械施設を中心にして、集団的なコン トロールが個

別経営の成果を上げていく。個別経営の経営成果

を上げるためにも、そういった集団的なコン トロー

ルの中に入ることが必要になってきているという

ことを申 し上げたのですが、もっと違った角度か

ら集団的なコントロールを必要にさせてきたファ

クターとして、かつて共同的な管理の中身として、

地力再生産をめぐって、水、あるいは山の共同管

理で農業生産が行われていたことを申し上げまし

た。地力再生産のための集団的なあるいは組織的

なコントロールという問題も、このところクロー

ズアップしてきております。ここに岐阜県の高鷲

町の事例を申しあげましょう。ここは有名な大根

の産地ですが、大根の産地というのは、大根が産

地化 していきまして、大根を専作化 していく。当

然ここで病虫害が発生してくる。特に萎黄病が連

作をやりますとどうしても発生します。この高鷲

町の場合でも萎黄病が相当出たわけです。その対

策 としてグ口口ピクリンで消毒しましても、なか

なかうまくいかない。そこで禾本科を入れた牧草

との輪作体系をつ くっていく必要があるというこ

とになったのです。この輪作体系をつ くり上げて

いくのには、従来の大根の面積を減 らしていかな

いと輪作が組めなくなってくる。減 らすという意

味でいいますと、牧草を入れるのは地力対策 とし

て必要ですが、直ちに収益にはならないですから、

輪作はいいことがわかっていても、なかなか実行

されないことになっております。それを、 この高

鷲町の場合どうしたかといいますと、ちょうど別

な集落のほうに酪農集落がある。酪農集落のほう

では牧草地をず一つと作 っている。そこで、牧草

は牛に食わせるということで意味があるわけです。

それで、酪農家のほうの牧草地と大根のほうの大

根圃場とを、組織的に交換 して、お互いに減収に

ならないで、 しかも輪作の効果を上げていくこと

ができるということで、改良普及の方々のかなり

の努力があったようですが、組織的に仕組まれる

ことになるわけです。この高鷲町にお伺い したと

きに、ちょっとびっくりしたのですが、高鷲町に

茎葉乾燥機 というものが入っていま した。 これは、

大根のはっぱを乾燥する機械であるというんです。

野菜の補助金でつ くられたのだそうですが、茎葉

乾燥機という名前になっているけれども、牧草の

乾燥施設なんです。しかし野菜の補助事業で入っ

たから、牧草の乾燥施設ではどうも補助事業とし

ては通らないというので、ずいぶん東海農政局の

方々と智恵をしぼって、茎葉乾燥機 という名前で、

何か牧草乾燥機を入れた らしいんですが。それは、

そういう施設を入れることによって、大根農家で

輪作の中につくる牧草を乾草 して、それは酪農家

が利用すると、乾燥にしないとうまく利用できな

いですから、そういう仕組みをつ くるためにやっ

たという話でした。何か茎葉乾燥機なんて、なか

なかいい名前だと思 うんです。
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それか ら鳥取の群家町ですが、これは最近かな

り有名になっておりますか ら、あるいはご存じの

方 も多いかもわかりません。この場合には、構造

改善の基盤整備後の地力をつけるために、みんな

で枝豆を入れたという形です。土地利用を集団化

して、あるいは地力造成を転作と絡ませてやって

いるところです。

それから、高鷲町と似たようなケースで、もっ

と大規模にやっている例としては、北海道の鹿追

町です。ここは、牧草地ですが、牧草地も更新 し

てい く必要があるのですが、牧草地の更新のため

には、更新の時にそれだけ牧草の収量が減ること

になります。酪農をやっていますと、牧草地の収

量を減らすわけにいかない。更新はしたいが、牧

草の収量が減るのでは酪農家はなかなか更新でき

ないことになります。他方、馬鈴薯をつくってい

る方々は、これも連作で地力が落ちている。牧草

を入れたほうがいいというのに対 して、農協が組

織的に土地利用の交換をやりま して、牧草地の更

新と、普通畑の地力回復を、個別な形で解決でき

ないものを、組織的な対応で解決するということ

を今やってお ります。たしかかなり単協で助成金

を仕組む形で、そういう地力の再生産を組織的に

やっていこうという動きが出てきております。 こ

ういったことも、一定の農協管内の土地を、全体

としてどう管理 していくかという中の一環として

取り組まれている問題です。

個別に占有 している農地を個別で利用するので

はなく、これを集団的なコントロールでやること

によって、初めて個別の経営成果も上がるという

ファクター、これがいろんな側面でクローズアッ

プして出てきているのが、どうも35年以降の支配

的な流れです。支配的は流れの中で、今いくつか

要因を挙げましたが、共通 して確認できる事柄は、

例えば集団栽培の時 も申し上げま したが、従来は

個別で十分に駆使できると思われた技術、例えば

防除技術でありますとか、今日非常に進んだレベ

ルの技術を駆使しようと思います と、個別対応で

はうまくいかない。どうして も集団的な対応を必

要としてきているということですね。いわば、生

産力の高度化 という問題と、個別経営では高度化

した生産力の内容を使いこなせな くなってきてい

る、そういう問題点が、いろんな側面で出てきて

います。今の肥培管理技術という問題ですらそう

です。ましてや機械施設というものもそうです。

地力再生産という問題で もそうです。農業経営を

やっていくうえでのいろんな諸側面について、今

の個別経営の枠組みの中では、高度化 した生産諸

力がうまく使いこなせなくなってきている。これ

にどう対処 していくか。この対処の仕方をうまく

やりませんと、日本の農業をうまくもってい くこ

とができな くなってきている。そういうところに

きているんではないかと思 うのです。

3水 田利用再編と集団的対応

そういう矛盾、非常に端的にいって しまえば、

個別経営 と高度化 した生産力との矛盾、こういっ

たものを一番典型的に示 したのが、一番凝集的に、

集約的に示 したのが、水田利用再編問題でなかろ

うかと思います。 この水田利用再編は、さっきい

いました意味での集団的な土地の利用のコントロー

ル、これを必要にさせている諸条件、これを最も

凝集的に示 していることの意味は、もともと耕作

規模が零細な水田の又ごく一部に、水稲と違った

別な作物をつくらせようというのが水田利用再編
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対策ですか ら、個々にやったら最 も零細作付けに

なるわけです。超零細作付けになるわけですから、

当然ここで、高度化 した生産諸力と個別経営の枠

組みの矛盾というものが もっとシビアに出てくる。

これはごく当たり前の話になって くるわけです。

で、これではとてもやっていけませんから、実際

に水田利用再編をやっていく中で、農家がいろん

な工夫をや りました。たしかに、集団転作の奨励

金で広まったということもあると思いますが、も

ともとは農家のほうで自発的に取 り上げた集団対

応を、ある意味では制度化 したといいますか、奨

励事業化 した、こういった側面があるので、やは

り集団転作それ自体の中で示されたものは、高度

化 した生産諸力と零細作付けとの矛盾、これをど

う解決 していけるか。なんとかそれを解決 しなが

ら、多少で も転作作物の収益性を上げる農家の工

夫が、これを生み出 した対応だと性格づけていい

と思うのです。

集団転作の奨励金が始まる前から団地的な対応

を取ることによって、転作対応をスムースにやれ

たというケースは、けっこう方々にあったわけで

す。滋賀県の高槻のケースの場合 もまさにそうだ

と思いますが、今、団地転作という形で行われて

いる集団的な土地利用、水田利用再編絡みの土地

利用を、いくつかに類型化 してみると、だいたい

こんな形での類型 というもので全体をおさえてみ

たらどうかと思っております。

m団 地転作の類型

一つは、土地利用方式。水田再編の水田をどう

いう形で利用したらいいのか。転作団地という形

で固定しているところもあります。固定 しあって、

そこで転作作物をつくっているというケースもご

ざいます。それを一応固定型というふ うに挙げて

おきます。

団地転作の類型

耕 作 主 体

個 別 自 作 所 有 者 協 業 個 別 協 業 営 農 集 団

土

地

利

用

方

式

固 定 型

長野 ・宮田村

宮城 ・米 山町

山形 ・河北町

(長野 ・宮田村) 群馬 ・前橋 市

熊 本 ・岱 明町

三 重 ・一志町

移 動 型

佐賀 ・小 城町

鳥取 ・淀江町

(鳥取 ・淀江町) 熊本 ・酒 水町

(佐賀 ・小城町)

(鳥取 ・淀江町)

埼 玉 ・花園町

そ の 他
秋田 ・太 田町

宮城 ・米山町

それか ら、その転作作物の作付け地を動か して

いるケースというのがけっこうあります。それを

普通によくブロックローテーション方式ですとか、

田畑輪換方式でありますとかいっております。ブ

ロ ック ロ ーテ ー シ ョ ン方 式 の ほ う は 、だ い た い原

則 的 にいい ます と、 あれ は毎 年 動 か して い るの が 、

ブ ロ ックローテ ー シ ョ ンと いわ れ て い る もので す 。

50ヘ ク タ ール の と ころ で割 当が 例 え ば10ヘ ク ター
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ルあります と、5等 分 しまして、10ヘ クタールず

つ毎年動か しているというのがブロックローテー

ション。それに、転作犠牲というものを平等化す

るという考え方のほうが強いとよ くいわれますが、

そういう形でブロックローテーションでやってい

るところもある。あるいは畑作期間と水田期間、

これは土地利用のほうか らいいますと、1年 ごと

にやっていくというのは、両方にとってあまりプ

ラスにならないということがあるんです。1年 ぐ

らいではなかなか水が抜けませんから、転作物の

収益性は高くならないことがございます し、普通

に、水田状態 と畑状態をひっくり返 した時には、

水田のほうにも高収益が本来は期待されるはずな

んです。例えば雑草防除の問題 とか、あるいは潜

在地力の発揮の問題とかという形です。水田のほ

うにも、畑作は水田に戻 した時に効果があること

はよくいわれるんですが、それもだいたい1年 ご

とぐらいで交替するということでは、水稲のほう

にもあまりいい成果というのが出てこないという

ことで、ブロックローテーションは、犠牲を平等

化するという意味ではいいけれども、生産力を高

めていくという見地からいえば、一年ごとではう

まくないということで、数年間、畑状態にし、又

数年間水田状態に戻すという田畑輪換のほうが望

ましいということがよくいわれております。それ

で、だいたい3年 ぐらいということを、交替の目

途ということにすべきではないかということが、

技術的な立場か らはいわれております。実際にそ

ういう形で田畑輪転 というところまでいった移動

型というのは、それほど、心掛けてはいるようで

すが、まだ現実にはどうもなっていないようです。

それで、一応移動型 という形で、当面はブロック

ローテーションを原則にしますが、土地の条件に

よって数年間は動かさないところもあるのも含め

まして、移動型とここではしておきます。

土地利用方式でいいますと、その他に、固定で も

ない、移動で もない、その他というのがあるので

す。その他 というのは、秋田県の太田町とか宮城

県の米山町があります。いわゆる基盤整備前転作

というものです。転作して、そのあと基盤整備に

もっていくという形のものです。従 って基盤整備

をやる前の状態のところが転作という形に入って

いくというもので、土地が動 くのは、基盤整備の

順序という形で動 くというケースを、その他とい

う形で土地利用方式として挙げておきました。土

地利用が畑なら畑に田圃から分かれて固定 して し

まうのか、田畑が移動するのかという、 これは非

常に大きな区別です。

それと耕作主体。誰が実際にその土地を使 って

耕作 しているのか、その土地を所有 している自作

者が個別でやっているというケース。それから自

作でやっているけれども、かなりの作業は協業体

制でやっているというのがいくつかあります。そ

れから、そういう転作地について、個別で貸借が

伴 うというケース。それからその転作の実施とい

うのは、なん らかの形の営農集団がやっていると

いうケース。だいたいこれくらいに分けて整理で

きるんじゃなかろうかということで、類型化 して

みたらどうだろうかと思ってやっております。

ここで、例えば長野県の宮田村の場合には、転

作で、倭化 りんごをつ くる。そういう倭化りんご

の団地を、村の土地管理委員会のほうでどこにと

いう形で決めるわけです。決めたところに、転作

の倭化りんごを所有者がつ くるケースもあります。

しか し、倭化りんごの割当団地の中で、自分はり

んごをやらないということで、他の方がその団地

の中を借 りてやっているというの も含まれている

という意味で、個別貸借というところにも、宮田

村というのを入れております。これが、土地は固

定 していて、つくる人は個別で、個別の中で、自
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作でやっている人と貸借 というのが含まれている

という形です。

それから、営農集団がそういった固定型の中で

やっているようなケースとして、ここで群馬県の

前橋市のキセ農協の管内でや られている集落の営

農集団がやっているようなケースです。これは麦

の転作です。あるいは熊本県の岱明町のとか、三

重県の一志町でやっている対応というものが、み

んなここに入ってくるかと思うんです。熊本の岱

明町なんかの場合は、これはたしか、岱明町の中

の高道農協が中心になってやっていますが、基盤

整備がすんだところの約50ヘ クタール ぐらい、こ

れを転作団地という形で農協が一括 して預かりま

して、今は大豆の転作をやっているわけですが、

大豆の耕作集団は、農協の管外の農家の方が作業

集団をつ くりまして、たしか入ってやっていると

いう形です。この岱明町の高道農協の場合には、

組合員自体の営農形態でいいますと、この転作団

地になった50ヘ クタールを耕作 している方々の経

営は、一つは施設園芸、メロンです。それからみ

かんでありますとか、それからここは海苔の兼業

地帯で、海苔のほうでかなりの収入があるという

ことで、転作のほうは奨励金プラス補助金という

形で、稲作所得相当の地代収入をもらって、自分

たちはやらない。そういう形なもんですか ら、転

作集団 といいますか、転作を実際にやって くださ

る方がいないということで、隣の農協の組合員の

人に、どうだ、こっちに来てやらないか、という

ことで、50ヘ クタールをた しか4人 の代理作の集

団に任せているというケースです。

それから、土地をローテーションをしながらやっ

ているというケースというのは、このところずい

ぶん方々に出てきているわけです。特にローテー

ションということの意味は、転作というのが、さっ

きいいましたように50ヘ クタールなら50ヘ クター

ルのところに10ヘ クタールの割当があると。その

10ヘクタールを固定化すれば固定化したところに

特にしわがよるということで、それを平等化する

のがある意味では狙いといっていいかもわかりま

せんが、それで年々動か していく。動かしていく

その転作団地、動か してい くためには集落でいろ

いろ相談 して、どこの団地から動かしていくかと

いう形になるわけですが、それを個別で自作 して

いるようなケース、今年はここのところが転作団

地だという形になりましたら、そこのところを個

別で耕作しているというケースです。それは佐賀

県の小城町なんかが一番典型的であろうかと思う

んです。あそこはたしか6点 輪作というのをやっ

て、6年 で1回 転するというような形で、1/6

ずつ回していくというや り方をやっている。転作

団地に入った団地に指定されたところの所有者が

原則として転作はやるという形です。そこで転作

できない人のが、集落のほうで調整して、個別の

貸借関係に移 していくということで、貸借のほう

のを個別貸借という形で、()し て小城町とい

うのも入れてあります。

それから、所有者が協業でやっているというケー

スは、あまりないんですが、山形県の河北町は所

有者協業ということよりは、個別の自作の固定型

と移動型の両方にまたがって河北町の場合にはや

られているようです。河北町の集落の中で固定 し

ているところもあればローテーションでやってい

るところもある。 しか し原則的には個別の自作の

ケースだという形なんです。

それからローテーションが原則として個人貸借

という形でや られている一番典型的な例が、熊本

県の酒水町ということになると思います。酒水の

福本集落でやっているケースですが、ここの場合

には転作団地を年々動か していく。麦で転作とい

うことになるんですが、実際にその圃場は……麦
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でなくて飼料作物ですが、圃場はたばこ農家が借

りまして、たばこをつくって、そのあとを飼料作

物をつ くった り麦をつ くったりという形で転作対

応 ということなんです。それで、たばこ農家が借

りまして、たば こ農家が借 りるだけでな くて、そ

この転作団地を持 っている方で……ここは酪農家

とたばこ農家が多いですが、酪農家の方が飼料作

のほうがほしいということであれば、そこに入っ

たたばこ農家は畑のほうで、一番最初は提供され

た水田の2倍 の面積を畑で出すという約束でスター

トしたんですが、2倍 というのがだんだん減 って

いきまして、今は等面積という形になっているよ

うです。転作田の貸借が、普通畑のほうの貸借 と

結び付 くという形になっているところです。それ

が熊本の酒水のケースです。

それか ら、移動型として、埼玉県の花園村 とい

うケーースを、やや典型的な例として挙げておきま

した。花園の場合には、麦作集団のところで申し

上げようと思 って忘れたんですが、もともとこの

花園の営農集団は麦作集団でスター トした大変有

名なところなんです。麦作振興の中で、麦作団地

をつ くってやっていく。水系ごとに麦作の面積を

まとめまして、それを2人 か3人 のオペレーター

で全部耕作 して しまう。裏作の麦作を集団に提供

した方々には、収益の配当をやる。その収益の配

当が麦の配当だけで、1万5000円 とか2万 円とか

という地代収入になることをず一つとやっていた

ところです。それで、たしか営農集団という言葉

をこの頃ずいぶんよく使いますが、花園村の中郷

というところで 自発的に中郷営農集団という名前

をつけてや っていますが、こういう麦作なら麦作

の集団活動を展開 したというのは、この花園村が

始まりではないかと思うんです。そのあとだいぶ

方々で営農集団の名前を使うようになりま したが、

それまではあまり使われておりませんで した。だ

いぶ麦作集団の名前をつけるのに、ずいぶん頭を

ひねったらしいんです。将来を見越せばただ単に

麦作だけでな くて、もっとこれを核にして地域へ

の体系をつ くり上げていく必要があるということ

がありまして、営農集団というふ うな名前にした

んです、

そこで転作対応なんですが、ここでは営農集団

で、麦作を通 じて地域の水田の利用というものを

集団が握 っていることがあったもんですから、転

作対応 も集団で一元的に監督コン トロール してや

るという形になったんです。それで麦作と水田を

組み合せていきますと、どうしても、戦後になっ

てから畑に水を引いて改善 したところで、地力の

低下というのも目立ってきている。この際、転作

問題を地力造成にも結び付けてやっていこうとい

うことで、この場合には、これも水系ごとに、た

しか4年 か5年 ごとにローテーションで回 してい

く。転作作物としては飼料作をつくる。その飼料

作をつ くるのに、集落の中の酪農家集団に、飼料

作のあとの転作団地を一括 して貸して、そして酪

農家集団でデントコーンをつ くる転作対応をやっ

ているところです。ですから地域全体の土地利用

のコントロールを営農集団という集団でやってい

て、その転作対応はその営農集団のコントロール

の下に酪農家集団が具体的な飼料作の転作をやっ

ていくケースです。

簡単に各典型的な例を申し上げましたが、鳥取

県の淀江町の場合には、うんなタイプがどうもあ

るようです。

このように、各地域で、いろんなタイプが出て

きておりますが、こういうタイプの中で、特に、

これか らの農業構造という問題を考えます時に、

非常に重要な意味を持ってきておりますのは、こ

ういう集団的な利用体制をつくり上げていく、集

団的なコントロールで農地の利用を考えていく時
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に、これは当然、その集団的なコン トロールに入

る所有者が自分でつ くるというのを一応、原則 と

して進めるわけですけれども、その所有者の状況、

例えば兼業の状況であるとか、労働力の保有状況

であるとかという形で対応 しきれないという場合、

これを権利調整をやることによって、利用者を、

所有者以外の者が利用 していくという仕組みをず一

つとつくり上げていくということが、かなり意識

的にこういう集団転作対応の中で行われてきてい

るということなんです。はっきり最初か ら、そう

いう転作対応が、所有者がやるのでなくて、特定

営農集団に任せて しまうというふうな形、今の埼

玉県の花園でありますとか、あるいは熊本の岱明

町の場合、そういったものもその延長上で、それ

は一番極端な形として権利調整の結果、特定の担

い手が生産を担ってい くタイプができてきている

ということですね。つまり、どういう土利利用を

やっていくことが、この地域の営農のためには一

番いいのかということを、例えば水田利用再編と

いうものを契機にして、みんなが議論 してい く中

で、それで集団的な対応で生産力を上げようと思っ

たらやらざるを得ん。その中に入っていける人は

いいけれども、入っていけない人に対 していった

いどういうことを調整としてやっていくか。その

ためにはその権利調整をやって、特定の担い手の

ところに経営を集中させていく。そんな過程で一

定の地域の生産の担い手がつくられていくという

過程。これがず一つとこういう類型の中で出てき

ているということです。特に熊本の酒水ですとか、

あるいは埼玉の花園とかという形で、元々の発想

からいえば、水田利用再編 というのを契機にして、

この地域の土地利用を最も有効に組み立てていく

には、どういう使い方をみんなでやったらいいか

ということがベースになって、そのベースの中で

それを実現させていくのには、これはみんなが担っ

てくれればいいけれども、みんなはそうはいかな

い。誰にやってもらうかという形で、特定の担い

手のところに利用権が集中していくという仕組み、

これが転作対応の話合いの中で出てきていること

が、私は重要な意味があると思っています。

聞 集団転作と担い手育成

その点に関わる問題として、今、利用権の設定

といいますか、利用権を集中しているということ

をいいましたが、実際にそういう土地があって も、

実際につくり手がいるのかいないのかという問題、

そういったのが全国的にいったいどういう状況に

なっているのかということを、全国農業会議所の

調査で、ここに数字を挙げておきました。会議所

で、1981年 ですか、一昨年やったアンケー トの結

果ですが、ここで大いに注目しなければいけない

のは、意外 と、貸手借手とも少ないということで

す。全国でいいます と、圧倒的に43%と いうよう

に、これは答えた農業委員会の構成比ですが多い

んです。その中で、貸手は結構いるけれども、借

手が少ないというところが、ずいぶんあるんです。

例えば東海地区 ・25.7%、 北陸 ・25.3%、 中国に

いたっては30.8%だ という形で貸手はたくさんい

るけれども、借手が少ないというところが意外に

ある。 これはずいぶん問題です。借手が多くて貸

手が少ないというのは、例えば中国なんかの場合

は19%。 圧倒的に中国の問題では借手といいます

か、本当にその地域の生産を担っていく主体をど

うつくり上げていくのかということが、大問題だ

という感 じをこの数字の中か らは受けます。

借手が多 くて貸手が少ないところは、ある意味

でいえば、生産の担い手はいくらでもいるという

ことで、そう心配をすることはないのかもわかり

ません。貸手はけっこういるけれども、借手が少

ない、こういったところを放置しますと、荒廃化
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という問題にも結び付くことになると思うんです。

こういうところで、地域の農業生産の担い手をど

のようにつ くっていくのかということが、非常に

問題になるわけですが、そういう担い手の問題を

考えさせるうえで、この集団転作という中で、担

い手がつ くられてきているということです。これ

は非常に重要な意味があると思います。特に、そ

の例に関連 していいますと、例えば東海地区でも、

貸手が多 くて借手が25.7%と 少ないことになって

いますが、そういったところで、例えば、よく話

に出ます安城の場合には、これは意図的に地域の

農業の担い手はこれこれだ、という形で限定して

進めております。それで、もう利用権設定という

ものも、全部そこへ集中していく。特定の地域の

担い手に、特定 しているところへ集中していく。

その担い手の方々を生産組合という形で組織 しま

して、転作 も全部転作団地を割 り当て る。その中

で個別でやれないという人のは全部組合に申し出

させて、生産組合のほうに全部委託する仕組みを、

安城の場合にはつ くり上げている。 この過程で、

生産組合のところにかなりの利用権が集中してい

く。一番典型的なケースとしてよく挙げられます

のが安城の高鼻の生産組合です。あそこの場合に

は、かなりの利用権が集中するという形になって

いるわけです。百数十ヘクタールですか、かなり

の面積が集中する形になっております。かなり意

識的に、地域の利用権を誰に集中していくかとい

うものを、こういう地域では考えなが らやってい

かなければいかんということを、愛知の例はよく

示 していると思います。

4土 地利用の集団的編成替え

それで、そういう中で感じます ことは、やはり

集団的な土地利用という問題がクローズアップし

て くる状況というのは、地域の農業資源をいかに

うまく使いこなして地域としての農業生産を高度

化 してい くか、高めていくかという問題発想、そ

の中で本当にそういうものをやっていくのには、

土地利用の仕組みをつくり上げていかなきゃいか

ん、その土地利用の仕組みをつ くり上げていく中

で、そのためには誰がそういうものを補って生産

をやっていくのかというふうな話合いといいます

か、そういう検討、これが深められていく中で、

本当に土地利用の高度化というものが実現 してい

くということです。水田利用再編の中での集団転

作の事例がどこでも共通 して示 しているといって

いいんではないか。集落農場化ということが、た

しか45年 ぐらいから、各地で問題にされるように

なりました。秋田の集落農場化運動でありますと

か、あるいは千葉県でも集落農場化という問題を

取り上げてきている。一定の集落なら集落 という

範域の中で、そして、その集落全体 として土地な

り労働力なりというものをうまく使いこなしていっ

て、そして地域の農業総生産を高めていく。それ

にはいったいどうしたらいいのか。 もう個々の経

営をどうこういうことでなくて、一定の地域全体

でそういう方向を計画的に汲み上げていかなけれ

ば農業の展開はない、ということが、だいたい45

年頃から各県で問題にするようになって きてたわ

けですが、そういう集落農場化といいますか、個々

の個別経営をどうこうということでなくて、一定

の地域全体 として、その地域の農業生産をどう高

めていくか、ここのところに今問題がきていると

いうことを、集団転作というものを通 じて、各地

域で共通に認識するようになってきていると思い

ます。まさに、そういう問題意識が定着 してきた
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ということからいいますと、単なる転作対応を超

えた形で、集団転作への取組みが地域の農業をど

う編成 していくか、そういう問題意識を非常に強

くされてきているというふ うに評価 していいと思

います。

そういう問題を、一番典型的に示 したのが長野

の宮田村のケースではないかと思うんです。やは

り長野の宮田村は、本当に、転作対応といいます

か、水田利用再編というものが、一時的な問題で

なくて、これからの農業のあり方全体を規定 して

いく非常に重要な、本格的に取り組まなければい

かんという事態がはっきりす る中で、地域の農業

計画をどう組み立てていくかという問題。その地

域の農業計画をどう組み立てていくかという中で、

必然的にそこで土地利用計画 というものを組まざ

るを得なくなっていき、その土地利用計画の一環

として、農地の集団的な利用体制をつくり上げて

いく、こういう形になってきているわけです。一

定の地域の農業生産を本格的に高めていこうとい

うことであれば、土地利用それ自体を個別の利用

計画に任せていたのではダメだという問題認識、

そういったものがこの転作問題を契機に浸透 して

いっている。そういうことだと思います。

ここに長野の飯田市の例 というのを挙げておき

ましたが、つい最近地区再編の構造改善事業をやっ

たところなんです。 ここの地区再編の特徴は、今

までは、桑園があり、普通畑があり、田圃があり、

それから果樹がありというように、いろんな地目、

土地利用というものが、各人の利用体系に従って

メチャクチャに入りま じっていたところです。そ

れを基盤整備 してい く。基盤整備をやる時にどう

やっていくか。それで、地域全体で農業生産を高

めていく。これからの方向としては、基幹作物と

いいますか、戦略的な作物 といいますか、中心に

なるのは、あそこでは、従来通 りの養蚕と酪農と、

これが両極端。その間に果樹が入り、それか ら水

田が入り、普通畑の野菜が入る。一つの作物に従っ

て地目編成と。 これをどうやっていくかというこ

とを皆さんで議論をや りまして、従来のような形

でみんな勝手に、桑園があっちにもあり、こっち

にもあり、というふうな形ではとても生産性は上

がらない。飼料作なんかも、これは本当に高品質

の飼料作をやっていこうと思えば、これはみんな

がばらばらにやっていたんではうまくないという

ことで、基盤整備をやって、換地の過程で団地的

に地目編成をこの場合はやっているわけです。だ

いたい年配の方が養蚕には関心をもっている。で、

桑畑は集落に一番近いところの畑を桑園団地とい

う形で地目編成をやる。それか ら酪農はわりに若

い方々がいる。若い方々で元気 もあるし、それか

ら部落の近さよりもまとまった形で面積があった

ほうがいいということで、部落から離れています

けれども、遠いところに飼料作の団地をセットし、

その遠いところの山も入会地を10ヘ クタールそれ

に付け足しまして、増やして飼料作団地をつ くる。

その中間に果樹団地、それから普通畑、水田とい

うように、地目を団地化 して、そこで編成替え、

換地 もそれでやっているわけです。もちろんその

前に、各人の経営計画をとりま して、自分はどう

いう経営計画をこれからもっていこうとしている

か、そのためには耕地はいったいどういう形の配

分にしてほしい、 という希望をとりまして、それ

を調整 しながら団地に編成替えをしているという

形になっております。やる前とやった後の地図を

飯田市で非常にきれいなパ ンフレットをつ くって

おりますから、飯田市役所のほうに請求 して、そ

のパンフレットを見て ください。

その中でこの地区は桑園団地にしよう。今、自

分の家の経営としては、将来は桑園はやりたいと

思 う。 しか し今は自分は勤めを持っているから、
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蚕は飼わない。しかし将来は飼う希望があるから、

桑園のところを20ヘ クタールほしいというような

形で桑園を確保する。しかしそれは今は使わない

という人に関 しては、そこで賃貸借を設定 して、

今、桑で本腰を入れてやろうという方が桑を植え

て、蚕の規模を大きくしているというケース、そ

ういう場合には桑の植栽は借 り受けるほうがやっ

ているわけですが、借り受けるほうが金を入れて

やるんだか ら、少なくとも賃借権は10年 という形

でやろうという話合いを全部やりま して、団地ご

との地目編成と、その中で、その団地に入ったけ

れども、自分はまだ、今のところはそいつを動か

せない、使えないというような方に関 しての利用

権の設定で、他の方が使 うというふうな仕組み。

これを同時平行的につくり上げることを、今やっ

ております。これなんか、これか らの地域農業の

あり方、土地利用のあり方との問題と絡ませて、

非常に典型的に示 している例ではなかろうかと思

います。

m土 地利用の方向性は誰がきめるか。

そういう問題を考えます時に、これからの農業

のあり方をどうもっていくかという問題を考える

時に、ここで2つ の問題が、かなり大きな問題と

してクローズアップしてくるような気がするんで

す。といいますのは、日本の農業のこれからのあ

り方というのを考えた時に、個別の利用のままに

農地を任せてお くということではダメだというこ

とは、みんなはっきりしてきている。地域として

営農をどうつ くり上げていくかという観点から、

土地利用のあり方まで踏み込んだ形で考えていか

なきゃいかん。それは当然、どういうものをつ く

るかという問題とも関わってきているわけですが、

問題は、誰がそういった、営農の方向、土地利用

の方向を組み立てていくのか。組み立てる主体は

いったいどこか ら出てくるのかという問題です。

それで、今の長野県の飯田市なり、あるいはそれ

をもう少 し先駆的にやりました宮田村を拝見して

おりますと、そういう町村での営農に関わる諸機

関、もちろん行政のほうの役場の経済課なり、あ

るいは産業課なり、行政の立場の人。それから農

業委員会。それから農協の上の人。あるいは地域

の改良普及員の方だとか、この方々が、飯田市も、

あるいは宮田村 も、先程の花園なんかでもそうで

すが、これがなんらかの形で、みんな協議会とい

いますか、協議機関をつ くって、指導体制を一本

にしてやっているところが共通 しているように私

は思うんです。そこで、一定の方向性を出 してい

く。一定の方向性を出しますけれども、別に強制

するわけじゃない。我々としては、地域全体の営

農のあり方としてこういう方向がいいと思 うけれ

ども、これでどうだ、という素案を、まず集落の

ほうに、一般の農家の方々に提示 して、そして、

提示す る中で個々の農家の経営計画を引き出して

くる。おれは、協議会なり、役場なり、あるいは

農業委員会なりはそう考えるか もしらんけれども、

自分としてはこうだという経営計画が、そういう

指導機関が一元化 した中で、一定の方針を出す中

で、その計画に触発された形で、個々の営農計画

は出て くるんです。

今、 こういう計画づくりというものを考えます

時に、農業の計画が工業と違った非常に大きな特

徴 というのは、いずれにして も我々が計画を立て

る前提になる農地というものは、もう占有者がい

るわけです。誰かが現実に利用 している土地です

から、その利用 している土地をいったいどうもっ

ていき、そこにどういうものをつくったらいいか

ということを考えなきゃいけない。その時に当然、

現に占有 している、その利用している人がいった

いどういう計画をもっているのかという問題との
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調整なしには、計画はできないわけです。その点

が、工業の計画と全然違うとこだと思うんです。

工業の計画の場合には、必要な土地なり必要な労

働力なりは全部計画通りに調達できるということ

が前提条件で工業計画は立てられます。こういう

条件づきの土地を使わなきゃいかんとか、こうい

う条件づきの労働力を使わなきゃいかんとかいう

制約のようなものは何もないんです。工業計画の

場合に制約条件になるのは資本だけです。資本の

力で、一番適当な土地、一番適当な労働力は調達

できるという前提で、自由に計画を立てるわけで

すが、農業計画はそうはいかないわけです。現に

そこでその土地を使い、それで生活をしている人

がいる。その人たちからいったいどういうことを

考え、どういう生活設計をもっているかというも

のとの関連なしには、農業計画は本来あり得ない

はずなんです。そういうものを考慮 した計画でな

いと、農業計画は本物になっていかない。

今までも、農振計画なり何なり、ずいぶん計画

づ くりをやりました。その計画は、現にそこで土

地を使い、そこで生活している人のその計画と密

着 した形の計画になっていないという欠陥が、ど

うも従来の計画を全部机上プランに終わらせてい

るんです。精々机上プランに終わらない事業計画

というのは、こういう事業をやるのに対 して賛同

する人だけが集まれ、という形での計画だったら

やれるわけです。そうではなくて、地域全体の営

農をどうもっていこうかということを考える時に

は、どうもそういう方式じゃダメだ。やはり個別

の農家の経営計画というものとどうリンクさせた

形でやっていくかという形 じゃないとうまくいか

ない、ということなんです。そういうことを、今、

水田利用再編の集団転作をどう仕組んでいくかと

いう形で大いに苦労されたようなところ、そういっ

たところでは、全部そういった問題、そういう経
'

験、そういう試練をみんな くぐり抜けてきていま

す。 もちろんある場合には、そういう協議機関の

中心が、ある場合には役場の人であったり、ある

いはある場合には農協の人であったり、ある場合

には農業委員会の人であったりというように、中

心になる人は違いますが、やはり村での、いわば

指導機関というものが全部協議して、意志統一を

やって、そこで一定の方針を出 して、その方針に

対して個々の農家がどう反応するか、あるいは個々

の農家がその計画の修正のどこを求めて くるかと

いうことを見なが ら、計画の現実化を図って対応

をとっているということが非常に共通 していると

思うんです。

今、飯田市の場合をいいましたが、宮田村なん

かの場合でもそうです。地域全体としては、例え

ばここに綾化 りんごの団地をつくるのが望ま しい

と思うといいましても、必ず しもそこのところで、

みんなが倭化りんごになって、初めてのことに手

を挙げるわけではない。個々の農家がもっている

計画と、地域として望ましい計画をどう調整 して

いくかという問題を、時間をかけてお互いの往復

をやる中で、初あて、その計画を自分たちが参加

してつ くったという意識を農家自体が持って、そ

計画の実践を担当していくことになるんです。そ

ういう参加意識を持 った形の計画づ くりでないか

ぎりは、これはまずダメだと思 うんです。その場

合に重要なことは、よくこの頃、集落に任せたと

いう話がよく出るんですが、任せ っ放 しじゃダメ

なんです。一定の方向性を示しながら、そしてそ

の方向性を集落との意向の、あるいは個々の農家

の意向とのす りあわせの中で修正をしていく。方

向性を示さないで も話合いというだけでは、全然

方向は出てこない。 こういうことになっていると

思うんです。

それと似たようなことは、例えば愛知の安城で
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そうです。安城で、生産組合に若い地域の中核的

な担い手を結集 させて、そして、転作をローテー

ションの中でやれないのは、そういったものに委

託させるという方向をとっている。そういった方

向をとる時に、愛知の安城の場合には、やはり農

協のほうの支所の支所長であるとか、あるいは役

場の人であるとかが、集落に対 して こういう方向

でどうだという問題提起をやりなが ら、 しかしそ

の問題提起にそっての、具体的な問題を地元で煮

詰める、煮詰める過程というのは、これは集落に

任せる、地元のリーダーに任せておいて、 しかし

任せっ放しでなくて、一定の方向性 は常に外から

与えながら、 しかも地元の調整機能を発揮させる

という仕組みをとっております。両方がないとう

まくない。今までこういう土地の利用のあり方を

考えます時に、あるいは リーダーの育成が大事だ

なんていうことをいう時に、どうも地元に任せっ

放 し、それでなんとかうまくいくん じゃないかと

いう発想がありますが、そこのところはどうもう

まくないです。そのことを何故私が今頃いうかと

いいますと、あるいはご意見のある方 もいらっしゃ

るかもわかりませんけれども、地域農業集団とい

う行 き方に、私、ややそういう点で危慎を感じて

いるということがあるので申 し上げるわけなんで

す。

{イ1地 域農業集団と集落の機能

地域農業集団という話が出てきましてか ら、集

落の自主性ということに、どうも集落の調整機能

に依存するという話が大変強 くなってきておりま

す。集落というのは、外から与えられたものに対

して内部でいかにうまく調整していくかという、

そういう意味での調整能力というのは大変優れて

いますが、集落の中から新 しいものをつくり出し

ていく力というのは、残念ながら大変弱いように

思うんです。望ましい方向を出すのは、これは集

落外のほうか ら、常に一定の方向性を私は与えて

いく必要があるように思います。その意味でいい

ますと、オルガナイザー機能というものを集落に

対 して常にどっかが持ってないといけない。その

与えられる方向を集落のあり方 という問題とにら

みあわせながら、その方向の修正を求めるような

ことを集落に期待 したり、あるいは集落の中でも

その方向性がいいということであれば、それに従っ

ての調整というものをやっていただ くということ

を、心掛けてもらう必要があるんではなかろうか

と思うんです。

そういう点でいいますと、地域農業集団という

問題が出されました時に、例えば一番典型的にい

います と、今の稲作経営者連盟の方々のように、

集落を超えた形で利用権を集中しているような方々

が、あの地域農業集団という政策方向について、

大変強いご意見を出されました。ああいう形でやっ

たんでは、おれたちは、ある意味でいえば集落を

超えた形で経営を伸ばしてきている。それが、現

にああいう地域農業集団、これからは集落で、と

いう話になると、何か閉め出 しを くうといいます

か、経営を縮小せざるを得なくなるという事態が

起きて くるのではないかということを大変心配 し

ておられました。集落を超えた形でおや りになっ

ている、ああいう稲作経営者連盟に結集するよう

な、かなり経営規模の大きい方々なんかが、利用

権をセットしている、土地を借 りている他の集落

と無縁でやっているかというと、必ずしもそうじゃ

ないのです。集落の外から、余所から入っていっ

て、余所の集落の方の土地を利用する方々は、む

しろ地元にいる人よりもよっぽど、その集落での

いろんな問題に気を遣っています。その調整の中

で、自分もその集落に入って利用 しているという

ようなことをやられております。そういう点でい
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いますと、地域農業集団で、利用権のあり方を考

える時に、考えなきゃいけない一番大きな問題点

は、その地域農業集団でやらなきゃいけないのは、

その地域の土地をうまく活か していく。最高度に

使いこなしていくのには、どういう仕組みが一番

いいのか、どういう使い方がいいのかを考えても

らうのが、一番大事なポイントです。そのために、

例えばその集落の中で利用権のセ ットをやったら

いいという場合もありま しょうし、このケースに

ついては、集落外の人にお任せ したほうがいいと

いう場合 もあ りましょうし、作業受委託の問題に

しても、集落内で受委託の完結を考えたほうがい

い場合もあるし、あるいは特定の作業については、

非常に大きな規模での範域を異に した機能集団の

ほうにお任せすることを選択するほうがいいとい

う場合もある。そこを使い分けてもらう必要があ

るわけです。その使い分けてもらうためには、集

落の中に全部がこり固まって しまうんじゃなくて、

そういう集落の考え方に対 して、その問題はもっ

と余所のほうを活用したほうがもっとベターじゃ

ないかという形のサゼッションを与え、方向性を

与えていく。そういう機能をどっかが持たないと、

地域営農集団というものが、どうも考えているこ

ととやや違 ったところに行って しまう危険性があ

るんではなかろうかと思っているんです。

そういう話をするとちょっと思い出すんですが、

利用増進法の時に、あの3本 柱というのがいわれ

ま した。利用権設定等促進事業、農用地利用改善

事業、作業受委託促進事業の3本 柱です。ぼくの

感 じでいうと、みんな3本 とも大事だと農政課は

強調なさるんですが、私は、3本 とも重要なので

はな くて、一番重要なのは真中の柱 じゃないかと

思 うんです。農用地利用改善事業。あの農用地利

用改善事業の中で、地域の農業をより発展させる

ためにどういう土地の利用の仕方を したらいいか。

作付け地はどういう形で集団化 したほうが望まし

いか。それをやっていくためには、どういう形で

利用体制をつ くり上げたらいいか。必要であれば

利用権設定 も考えなきゃいかん。あるいは作業受

委託を考えなきゃいかん。それで必要 となるよう

な利用権で動かさなきゃいかんというような問題

が出た時に、利用権設定等促進事業に結び付け、

そして、そこまでいかなくて、作業受委託のほう

でいいんだとすればそっちのほうにつなげていく。

一番中心的なのは私はどうも、真中の柱を本当は

重視 して太 くしなきゃいけないんだろうと思うん

です。

地域農業集団という話が出て きました時に、よ

うや く政策はこの真中の柱を太 くしようという政

策に移るのかな、と大いに期待 したんですが、ど

うも必ず しもそうでもない。真中の柱を太 くして

い くという観点は、特定地域の中で全部をこなす

という思想ではないんです。地域の中でうま く使

いこな していく場合に、この土地の利用権設定を

やったほうがいい。その利用権設定をやる時に、

地域の中でやろうという人がいれば、それにセッ

トしてもいいし、む しろそれより集落の外からの

人のほうがよりよく使っているということであれ

ば、その人たちの機能を活用する。作業受委託 も

そうだという形でやってい く。そういうことだっ

たと思 うんです。そうしてもらわないと、ちょっ

と困るんじゃなかろうかと思っております。そう

いう真中の柱を太 くするような意味での地域農業

集団の育成という点でいいます と、わずか10万 円

ぐらいの補助金を大量に薄くばらまくというのは

如何な ものかという感じがいささかするんです。

それはちょっと余計な話ですけれども、それでは

あんまり効果は上がらんのじゃなかろうかという

気がするんです。
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働 土地利用 と地代調整

それからもう一つの問題は、地域の農地の利用

の計画化です。これを計画的にやっていこうとい

う時に問題になってきますのは、利用権設定にし

ても何にしてもそうですが、地代調整という問題

が、どうしても避けることのできない問題として

クローズアップして くると思 うんです。集落農場

化という話の時にすぐ出てまいります話は、集落

農場化という話であれば、これはあたか も、ある

特定の集落の土地が、一軒の農家の土地であるか

のように有機的な利用が考えられる。そういう形

で集落の全体の農業生産をやっている。一軒の家

の農業経営を考えてみますと、土地利用は全部が

全部高い収益をあげることを期待はできないわけ

です。ある場合には非常に高い収益をあげるよう

な作目は、これは労働集約的だか ら少 ししかつく

れない。片方は、単位面積当たりの生産額、所得

は低いけれども、労力の配分か らそういう作目も

一軒の家としてはつくらざるを得ない、一軒の家

の農業経営としては組み立て られるわけです。で

すから、一軒の家にとってみれば、1枚 、1枚 の

圃場の収益性が問題なのではなくて、ある圃場は

非常に面積当たり高い収益性をあげ、ある圃場に

ついては低い収益性であっても、それが有機的に

全体として組み合せる中で、経営全体 として一番

高い収益をあげるのにはどういう作目の組合せが

一番いいのかということで、作付け内容は決めら

れているはずです。例えば2ヘ クタールという土

地、その中で、この地域としては、気象条件や雇

傭条件の中で、労働力はこういう制限の中で、考

えられる作目としては、こういう収益性のある作

物がいくつかある。どういう組み合せを したら、

経営として一番収益性の高い結果になるか。単位

面積当たり収益性は低いけれども、労働粗放的で

ある。面積当たりの収益は非常に高いけれども、

労働集約的で労働のほうのネックでとても広げら

れないというものがある。そういうのをどう組み

合せたらいいか、よくリニアプログラム、いわゆ

るLP計 算というのでよくやりますが、我々が与

えられたデータで計算 した結果と、ノー トでそう

いう計算をやるんじあなくて、自分の直感的な判

断で選択 した作物の組合せというものが、意外に

よく一致 します。そのへんの農家の経験、判断と

いうのは大 したものです。意外によく一致する経

験というのは、私ばっかりじゃなくて、いつか、

宮崎県の農業試験場が、宮崎の都城の周辺だった

ですか、あのへんの農家の2、30戸 について、リ

ニアプログラミングを、おやりになりました。そ

れで、県農試で膨大な計算をやって、選択の作目

の組合せと、現実にその農家が選んでいる組合せ

をみると、ほとんど変わらなかったのです。個々

の農家はみんなそうやっているんです。ですから

集落農場化 という問題を考えます時には、当然、

地域全体としての トータルの収益性を上げていく

ためには、この地域の労働力の条件と土地の条件

とをみるなら、労働集約的な作目はこの程度。そ

れで、作目としては、 こんなものをこの程度はつ

くらなきゃいかんとかという形の組合せがどうし

ても必要になってくるわけです。地域全体として

はまさに必要になってくる。一軒のように考えれ

ば、必ずそういった選択が必要になって くるわけ

です。 しかし、例えば、たまたま単位面積当た

りの収益性の高い作目はここの ところにこれだけ

つ くろうといった中に入った人はいいです。そこ

に入らない人が、おれ もやりたい、という時には、

その計画はくずれて くる。あるいはたまたまその

土地を持っている人が、それは面白いけれども、

おれはやる能力がないということで降りちゃった

ら、又その計画は成り立たないというような問題

があるわけです。そうしますと、個々の所有に基
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ついて、個々の人が利用 しているわけですが、そ

の個々の農家が持つその土地の利用に関 しての判

断と、地域全体で望ましい土地利用の判断が、こ

れは必ず食い違いが起きて くるのは、当たり前の

話です。その食い違いをいったいどう調整 してい

くか という問題がここでクローズアップしてまい

ります。そのために利用権の設定 も必要になって

きましょうし、それに伴 って地代の授受 も必要に

なって くる。その時に、一軒の農家だったら、全

体として収益があがればいいんですか ら、個々の

筆の地代がどうのこうのというのは問題になりま

せん。これが地域全体になりますと、大問題になっ

て くるわけです。これをいったいどういうふうに

調整 したらいいのか。そういう点について、再々

話に出しますが、長野県の宮田村の場合には、村

の農地管理委員会が間に入って地代の調整をやっ

ているわけです。面積当たり収益性の低い、例え

ば桑園をつ くっている人からは安い地代を負担 し

てもらう。収益性がうんと上がるような倭化 りん

ごをやるような方からは高い地代を出 してもらう。

そして土地管理委員会でプールして、自分はつ く

らないで土地を提供 した人には全部同じ地代を払

う。そこに奨励金がかんでおりますからやや複雑

になりますが、そういう地代調整をやる中で、土

地利用の編成をうまく仕組んでいるわけです。そ

ういったことがどうして も必要になって くるわけ

です。 一軒の農家だったらトータルとしての収

益性が高まればいいんですか ら、個々の筆の地代

は問題にならないけれども、地域全体としてやる

んだったら、土地を提供する人、あるいは面積当

たり収益性の低い作物をやるような人、面積当た

り収益性の高い作物をやるような人の地代負担、

そのへんを調整 しなければいかん。これを宮田村

の場合には土地管理委員会でやっているわけです。

そういうのをやろうという時に、今の農地法制

の枠組みの中では、宮田村のやり方だって、明ら

かな農地法違反です。ある人から安い地代を取 っ

て、そいつをプール して所有者には高い地代を払

う。ある人からは高い地代を取っておいて、その

所有者には安い地代……それよりは安い地代を払

うことになるんですから、別に土地管理委員会は

中間搾取をやっているわけじゃありませんけれど

も、形式的には、農地法違反で困 ったことになる

だろうと思うんです。そのへんは、幸いに して、

今の制度の仕組みからいえば、公社の皆さんが間

に入ってやれば、公社は転貸できるわけですから、

やっていいはずなんです。公社機能をそういった

形で、もう少 し活用すればいいと思うんですが、

いずれにしまして も、そういった意味での地代調

整、これをいったいどういう形でやっていくのか。

こういう問題が、非常に、クローズアップ して く

ることになるんではなかろうかと思います。

もう一つ、最後に付け加えておきたいんですが、

先程、施設利用というもの、高度な施設利用、機

械施設の利用に伴って、集団的な利用体制という

ようなものが、ここに問題にあがってきていると

いうことを、一番最初に申し上げま した。その施

設というものが、土地にひっついて動かない、土

地と結合 して初めてその施設の意味があるという

施設も結構増えてきているわけです。さきほどス

チールサイロの話を しま したが、これからの問題

としていえば、そういった形での施設とくっつい

た土地、ある意味でいえば、それは農場単位とい

う話になりましょうが、利用を所有主体でない人

が利用していくということが、これからはどうも

出て くるんではなかろうか。そういったものに対

して、いったいどのように対応 していくかという

ことも、考えておく必要があるんではと思うんで

す。どうも日本の農地法制は、裸の土地の利用 と

いうことしか考えていないわけなんですが、そう
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いう生産的な投資が行われた施設が くっついた土

地。だから畜舎だって壊 したら意味はない。畜舎

も一緒に飼料作の圃場と貸借することを考えた時

に、初めて意味を持つというのが、私、これか ら

問題にしていくべきことだろうと思っております。

といいますのは、この頃は、何も農家の息子だ

からといって家業を継 ぐわけではないです。家業

を継 ぐような農家の息子がいれば大変結構ですけ

れども、必ずしもそうじゃない。反面おれは非農

家の息子だけれども、農業やりたいという方、結

構いますよ。今年の農業白書 も初めて注目しまし

て、農外からの新規参入の問題 というのを初めて

取り上げま した。今年の農業白書は、新規参入の

問題を取り上げまして、新規参入者はえらい苦労

しているということで、金融上の手当てだとか何

か考えなきゃいかんというとこまでは書いてあり

ました。それはそれで私結構だと思うんですが、

同時に新規参入者にとっての一番の難関は、どう

土地を取得 していくかという問題なんです。おそ

らくどこの農業委員会でも、農家以外のものが新

規参入でい くときに、営農に精進する見込みがあ

るという判断を勇敢に下す農業委員会というのは

なかなかないと思うんです。どうも農地取得の面

で、借りるという面でもかなりそういった形の制

約というものがある。又、多額の資本がいるとい

うことでいえば、施設共々 リースしていくという

仕組みはもっと考えていったほうがいいと思うん

です。そして特に酪農の場合にそういったケース

多いんです。ぼ くのところの卒業生、学生なんか

でも、だいたい2年 に一人ぐらいは、サラリーマ

ンの息子なんだけれども、農業やりたい、という

のがいますよ。そういう人に、おまえはどうも新

規参入で、土地はとても手当てできないか ら入婿

口を探 してどっか婿へ行け、ということを勧めて

いるわけです。婿へ行 くか、あるいは北海道の牧

場に住み込んで、そして、そういう格安で入るの

頼みます、というしかないんです。もっとリース

というものが活用できれば、かなり話は違って く

ると思 うんです。

リースというようなことになりますと、おそら

くこれは地代制度にかなり響いて くる。あるいは

日本の場合には、ようやく現物小作料が認め られ

た段階ですが、収益配分方式で、 リースやってい

くということも考えていいかもわかりません。ニュ

ージーラン ドの場合には、オース トラリアもそう

ですけれども、シェア・クロッパーの制度という

のはまだ生きているわけです。シェア・クロッパー

でやって、農業労働者で働いている間は農場主と

収益を配分しながら資本蓄積 していって、農場を

買い取る。シェア ・クロッパーが自立経営を育て

る一つのルー トになっているわけです。ああいう

のは労働地代でいかんという話になるか もわか り

ませんが、今の段階ではそこまで考えて もいい時

期にきているのではないかと、私は思っているん

です。

という意味で、いろいろこれか ら、地域の土地

を全体 としてどううまく使いこなしていくか。使

いこな していくためには、どういう仕組みが必要

であり、その必要な仕組みの中で、既存の制度の

枠組みの中でなかなか処理 しきれない問題が、今

2っ 、3つ 申 し上げましたが、多 く出てきていま

す。そのへんのところを一つ皆さんも大いに実際

の現場の中で検討 していただければと思います。

か じい いそし

(東京農一[大学教授)
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