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集落営農と農地流動化

東京大学農学部教授 和田 照男

1集 落営農の概念と意義

最近、行政でも団体でも集落営農の推進 という

ことカミ謳い文句とされ、各地で推進大会や研修会

が催され、私も講師として招かれることが多い。

私が知るかぎり、集落営農という言葉は行政や

団体などでとくに定義されたものではないと思 う

が、一般的にいって集落をベースにした営農活動

を総称 しているものであろう。したがって現実に

使われている意味はかな り多様だが、それは多分、

行政および農業委員会が推進してきている農用地

利用改善団体や地域農業集団、あるいは系統農協

が推進 してきている地域営農集団と密接な関係 を

もち、ほぼ同じような概念のものとして使われて

いるといってよいと思われる。ただし地域農業 集

団ないし地域営農集団それ自体もかならずしも厳

密な定義づけはなされておらず、現実にはかな り

幅広いタイプのものを含むという考え方に立った

上である。

地域農業集団は、昭和58年 から国の農政の重要

施策の1つ としてその育成事業が行われてきた。

これは、50年 代は じめから行われてきた地域農政

をより発展させたものとして、中核農家を中心に

兼業農家をも幅広 く包摂 した地域的集団を広範に

育成し、中核農家の育成、農地流動化による規模

拡大、中核農家を中心 とする高能率生産組織の育

成を推進していこうとするものであ り、全国の2,

900の市町村において、農業振興地域の2分 の1

に相当する約6万 集落を対象に約3万5千 集団を

育成することを目標 としたものである。

地域農業集団は、目標 としては農政審議会r「8

0年代の農政の基本方向」の推進について』(1982

年8月)に のべられているように、集落等を基礎

とし、中核農家や兼業農家を含めて組織され、作

物の選定、作付の団地化、地力の維持、農地の権

利関係や利用関係の調整、農作業や機械利用の効

率化、副産物その他地域資源の活用等についての

話合いや合意形成、共同活動を自主的、主体的に・

進めていく集落機能に着目した組織 と要約される。

これは、農用地利用増進法に基づ く農用地利用

改善団体 とほぼ同様の性格と機能を持つものであ

る。すなわち、農用地利用改善団体は、①作付栽

培協定、②農業機械銀行、③農作業受委託 と農地

の権利調整、を行 う集落的団体だか らである。だ

が、農用地利用改善団体は、利用規程の整備その

他法律の規定に基づいた内容を持たねばならない

ため、法施行後10年 近 く経った現在でも全国で1

万弱で、それほど多 くは組織化されていない。そ

こで、利用改善団体ほど内容が十分整っていなく

ても、少なくとも農地の利用権調整を集団的組織

的に行 うことを課題 とする地域集団を広範に作 り、

それを次第に内容を充実化させ改善団体へ発展 さ

せていこうとい うのが、この地域農業集団育成事

業のねらいといってよかろう。

一39一



地域農業集団は3年 間で3万5千 の育成が計画

され、約3万 の集団ができている。だがこれだけ

早急な組織化において、さきにのべた諸活動を広

く盛 りこむことは現実には無理であろうから、実

態はその数からいっても、次の地域営農集団と同

じく多様なものを含むものとなっていると考えら

れる。

地域農業集 団の育成は、第16回 農協大会決議

(昭和57年)以 降全国的に展開され、現在までに

約2万 数千の集団が形成 されている。だカミ集団の

具体的な実態については、まだ十分にはわかって

いない。

地域営農集団は、基本的には、現在の水田農業

を中心 とする土地利用型農業において最重要課題

となっている以下の4点 を、一つの集団において

組織的に解決 していくことを目標にしている。

すなわち、

① 作付け栽培協定等によって土地利用の団地

化を行い、生産の効率化と安定化をはかること

(団地的土地利用)。

② 機械 ・施設の共同利用や共同作業によって、

生産の効率化 と機械費 ・労働費の節減をはかる

こと(組 織的土地利用)。

③ 農地の利用権を集団的な合意形成によって

調整 し、できるだけ大量かつ安定的に進め る

こと(土 地利用権調整)

④ 地域内の中間生産物その他の資源の有効利

用 を組織的に進め、とくに地力増進をはか り、

複合化を進めること(地 域複合)。

である。

そしてこの組織は、基本的には集落を単位とし

て、集落の良き伝統である協調主義(公 平 ・平等

原理)を 温存しつつ、話 し合いによる機能分担や

調整を無理な く進めて、経済合理性(競 争原理)

をも高めていこうとい うものであ り、従来からあ

る単なる属人的 「営農集団」ではない地縁的な

「地域営農集団」なのである。

しかしこれ ら四つの活動を総合的、統一的に

行っているものはいわば理想的なタイプであり、

現状では、それ らの一部のみを行っているものに

ついても地域営農集団といっている場合が多いと

思われる。

つま り、

A集 団活動によって団地的土地利用(作 付栽培

協定等)を 行っているもの。

B集 団でAの 団地的土地利用とともに機械利用

組合等を作って、組織的土地利用 も併せて行って

いるもの(団 地転作を機械利用組合で行っている

場合等)。

C集 団で団地的土地利用を行うとともに、それ

に伴って土地利用権調整が発生し、集団的利用権

調整を行っているもの(団 地転作の中で交換耕作

や経営受託がなされているもの等)。

D集 団で組織的土地利用を行 うとともに、土地

利用権調整も行 うもの(機 械利用組合に よる経営

受託。いわゆる受託組織等).

E集 団で土地利用権調整を行っているもの(集

落による利用権調整組織、いわゆる農地管理組合

等)。

なども含めた幅広い概念 として地域営農集団を考

えた方が現実的であろう。

行政側の地域農業集団は元来集団的な農用地利

用権調整 ということを主眼 としたものであり、系

統農協の地域営農集団は機械 ・施設共同利用等の

営農集団活動か らの発展を主眼 としていたとい う

相違はあるが、両者 ともその最終 目標である農用

地利用改善団体、あるいは理想的な地域営農集団

(四つの活動を統一的に行っている集団)は ほと

ん ど同一 の性格を もってい るとい って よい。

(もっとも現実では利用改善団体も規約では総合

的なものとなっていても実際には地域農業集団と

同じ程度のものも多いと思われる)。

一40一



つまりそれ らは典型的には 「集落 ぐるみ総合的

地域集団」であ り、いわゆる集落農場である。こ

れは うまく組織化されればメリットはたいへん大

きいカミ、現実にはなかなか困難が大きい といわれ

ている。なぜならばそこには、「集落ぐるみ」組織

においてとくに重要な役割をもつ 「集落機能」に

かかわる問題カミあ り、集落のもつ調整機能の強弱

あるいはその性格が地域によって相当に異なって

いるばか りでな く、近年におけるその変化もまた

激しく、各種の機能についての組織化能力を画一

的にすべて集落に期待す ることカミできない場合が

多いからである。

2集 落の農業生産活動における意義

わが国の農業が水田農業を主体 としてきたこと

から、水利 をは じめ として、伝統的に集落(ム

ラ)を 基礎 とした生産関連活動が重要であった。

つま り水田を構成する水、土地、農道 といったも

のが集落的にまとまっていることが多 く、そ して

他方で農家の圃場が零細分散しているがために、

その維持管理において集落組織による共同活動の

意義は大 きかった。さらに肥料としての山野草、

牛馬の放牧等において共有林、入会林等における

集落機能が重要であった。

このような集落共同体はヨ一口ヅパにおいても

封建時代の農法(三 圃式が代表)に おいても強 く

機能していたが、それは農業の近代化と共に消滅

した。

わが国においても戦後の農地改革後の農業近代

化の議論では、古いムラ共同体的なものは個別農

業経営の発展の阻害要因だとして、ムラ否定論が

主流であった。農政 も農業基本法では自立経営

(近代的家族経営)育 成を基本 とし、協業組織は

併進させるとなっているが、集落(ム ラ)に つい

ては無関心ないし否定的だったとみられる。

学界においても、われわれが地域農業計画手法

の一つとして、集落を単位(土 地、人の集団およ

び集団的意志決定のできる単位 という仮説に基い

て)と する土地分級手法を提唱(金 沢夏樹編 「経

済的土地分級の研究」昭和45年)し た時には集落

にそのような期待ができるのかという批判のほ う

が強かった。

農政および農業経済学者らが集落に対して期待

しだ したのは、基本法以後では大きくいって三回

といえる。第1は30年 代後半から40年代前半の佐

賀県を代表とする稲作集団栽培の時である。これ

は技術の高度平準化(増 収)、労働力減少に対応

する共同田植、耕転機等の共同利用等を集落組織

を主体とする活動で行い、そこには一定の成果が

あった。 しかしかな りに上からの組織化の性格カミ

つ よく、その後の減反政策、田植機の導入等に

よって大部分は短期に消滅してしまった。

第2は45年 からは じまった転作政策である、転

作割当は本来は国→県→市町村→農家と個別農家

に直接行 くことになっていたが、多 くの市町村で

は集落にまとめて割当て、集落内で相談させた。

その結果達成率が予期以上であっただけでな く、

団地化、プロツクローテーシ ョン、互助金等の成

果が出てきた。とくに互助金については当初農政

当局が予想 していなかった対応であった。 現在

(水田農業確立対策)で は政策が互助金を取入れ

ているが、 これはまさに集落の合意形成が生んだ

農民の知恵 といってよいものであろう。

第3は50年 の農振法の改正による農用地利用増

進事業、そして55年の農用地利用増進法による農

用地の中核農家への利用権集積政策である。

農用地利用増進事業ない し増進法のあり方につ

いては、行政はもとより学者も当初から多 くの議

論をしてきたが、中でも行政側では農地制度研究

会(東 畑四郎座長、昭和48年1月 ～49年3月)、 そ

して学者側では大和田啓気氏を中心とする農政調

一41一



査委員会の 「農業の基本問題に関する研究会」

(昭和50年 か ら。私は当初から参加)の 議論が大

きく影響 していると思われる。以下、前者につい

ては当時の農政側の中心にいた関谷俊作氏、後者

については大和 田啓気氏の文章の引用によってそ

の流れを簡単にのべておく。

農地制度研究会はrrわ が国において支配的な

零細地片の小規模所有経営 とい う農地事情のもと

において、農地所有者たる農業者の集団的合意を

基礎として小単位の農地所有を一挙に大規模利用

にもち込む方策について農地制度の面から基礎づ

けをすることができないか』とい うのが当時の検

討の問題提起 であ った。 これを 『農地の集団利

用』と称 した。r農地の自主的管理』の方式を考え

てゆ くと、ある一定の地域の農用地を対象にして、

その所有者等が集団または団体を形成 してr管

理』を行 う、という形にどうしてもなってくる。

その集団または団体の組織は任意組合か、新 しい

法人か とい う問題がある」②。

「地域ごとに農地所有者の集団的な活動によっ

て農地の利用関係を形成するとい う発想が、わが

国農地政策の正面に登場したのはこのときがはじ

めてである。 標語的にいえば農地政策

における地域主義の登場であろうか。ただし、こ

の場合の 『地域』とは、農地利用について農家の

集団の合意が成 り立つような小地域、いわば 『む

ら』の範囲であった」ω。

だが、「法人格のない団体では、事業実施の継

続性と公共性カミ保証 されず、農業経営の安定のた

めに設けられている農地法の規定の適用除外を認

めることはできない。とい う考えであった。この

間の経緯について、東畑(四 郎)さ んは、次のよ

うに述べておられる。『……… どうして も土地管

理利用組合といいますか、属地的法人が必要です

よ。それで土地管理利用組合を考えたが、組合の

規約で国の法律の例外を認めることは法制的にむ

ずかしい。やは り市町村とい う公法人 じゃないと

無理だ。』」ω ということになった。

しかしその後の増進法ではrr農 用地利用協定』

の構想を活かす工夫がなされ、『農用地利用改善

事業』が生まれた。農地の自主的管理を語るうえ

で、この事業はきわめて重要な意味をもっている。

それは、一定の区域内にある農用地の権利者の2

/3以 上が構成員となっている団体が、『農用地

利用規程』を定め」るものである。「まさに、むら

の団体が法律に 『登場』したのである。東畑(四

郎)さ んは、『団体がよく法律に書けましたね』と

大変喜ばれた」⑤。

一方、基本問題研究会は農業の組織化を課題 と

しムラ機能についての実態調査や討論を行った。

とくに調査の一つであつた 「豊岡村では藤森村長

が自立経営育成のため、47年 に自立経営農業振興

会を組織 した。農業の前途が甚だ暗 く、自立経営

の育成路線が崩壊したと多くの人々カミ考えた時期

である.村 長は専業的農家の規模拡大の一助とし

て、振興会に農地管理センターを設け、作業の全

面請負とい う形で農地の一時賃貸借をすすめ農地

の流動化を行おうとした。当初は役場の吏員でセ

ンターに兼務するものが、機屋など8戸 の兼業農

家の農地1haを 苦心惨憺して、7戸 の酪農家の飼

料の共同耕作のために一時賃貸するように斡旋し

た。この経験から農地の利用調整は役場の吏員の

仕事としてはあまりに労力ミ多 く、むしろ農家の協

議によってすすめるべきだとし、部落に農地等利

用組合の結成を訴えたのである。センターは利用

組合の協議の結果を追認し、村が公認することに

よって貸手に返還についての安心感を与えようと

するものである.こ れが改正農振法の農用地利用

増進事業の原型となったことは明らかである」⑥。
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3集 落機能と農地流動化

しか し集落等において自主的な 「集団的利用調

整を行っている事例は極めて少ない。(基 本問題

研究会の実態調査市町村のなかで最も利用組合的

なものが活動 しているのは埼玉県川越市古谷地区

の農用地利用組合である。ここでは、貸し手 と借

り手 とが集まり、小作料の水準や有益費償還につ

いて討議決定 し、相当の規制力を持 っている。そ

れでも貸 し手は不熱心で年100円 の組合費 も借 り

手力ミ負担 している。…・・…川越市の穀大組合では利

用増進事業の実施に当り、借入を実質的に集団で

行ない、耕作者を集団が選定することを貸し手に

納得 させて耕作者の自作地の近 くに借地を集めて

いる。岡山県美星町でも農地等利用組合カミ形成 さ

れているが、組合の主体は借 り手であって、貸 し

手は名 目上一部加入 した り、しなかった りであ

る。………農用地利用組合を組織 しなくても、集

団的利用調整が一部行われることはある。長野県

真田町では媛化 りんご園の造成のための利用権設

定について町協議会(改 良普及員、農協指導員、

農業委員、専業的農家、町職員で組織)お よび当

事者が契約条件を協議 したのがそれである。利用

増進事業の原型となった静岡県豊岡村では集落単

位で農家をすべてふ くめて農地等利用組合が5つ

組織 され てい るが、 これは珍 しい例 であ る。

………青森県の鰺ケ沢町では、加工大根の生産 ・

加工を営む長平野菜生産加工組合が、また、埼玉

県川越市では麦作組合が、新潟県弥彦村では共同

経営ないし協同利用組合が、利用権設定の活動を

積極的に行 っている」(η。

もちろんこの他にも様々な事例がないわけでは

ない。しか し利用権調整に限ってみて集落機能が

有効だとい う点については、農政が期待 したほど

多 くの事例がみられないことは事実である。近年

集落において利用権調整活動の増加がみられるの

は転作政策の強化による団地化、ブロックロー

テーション、交換耕作等に伴 うものカミ主と考えら

れる。

集落機能は川本彰氏の 「概念では、領土保全、

人間保全、作物保全の3機 能である。そしてこの領

土、人間、作物はムラにおける3つ の実体要因で

あ り、この3つ の実体があっては じめてムラが存

在した。そして、 この3つ の実体を組み合わせる

ものが農業であ り、いわばムラは営農集団でも

あった。………個別経営は孤立して存在 している

のではなく、ムラという営農集団の中においては

じめて営農体た りえた………ところカミ、経済の高

度成長によって………ムラの営農集団的機能は失

われ、ムラはムラた りえな く」なりつつある⑧。

私は集落機能の本質は本来生活の共同防衛機能

であると考える。かつて農業生産そのものが共同

的に行わざるをえない場合にはやむをえず生産活

動においても集落的共同活動が重要であったが、

農業の近代化と共に生産面での必要性は失われて

きている。 しか し生活面ではなお重要でありその

重要性は都市化におけるコミニテ ィーづ くりと共

通 して今後とも永続 していくであろ う。 もちろん

川本氏もい うように、「新しい営農を 目的 とす る

機能集団も、当然農業基盤保全はその存立の大前

提であって、ここにこの機能集団の機能はムラと

い う基礎集団の営農機能と重複する。 この両集団

間の営農機能の調整 ということが絶対に必要 とな

る。」⑨であろう。

転作政策において集落機能の働 きが成功 した こ

とを生産活動における機能発揮と把えるべきでは

ないと思 う。転作の押 しつけは集落の生活維持に

対する外圧であったのであ り、それがゆえに集落

の公平原理で受けとめ、互助金を発案 したのであ

る。

とくに転作における団地的土地利用のように構

成員にとって多少の不満はあっても、交換耕作、
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利用権調整、地代調整(奨 励金、互助金配分)等

の手法でその不満を補 うことで、できるだけ多数

のものの利益を実現 しうるような課題については、

集落のもつ相互扶助的、平等主義的機能に大 きく

抵触しないで組織化することができる。

ところカミ流動化政策はどうであろうか。玉城哲

氏は集落には 「市場経済制度」と 「村落的構造」

という対立す る二つの求心軸力ミあ り、「二つの求

心軸の作用のあ り方によって、流動化に大きな形

態差があらわれてくるが、その大まかな傾向をつ

ぎのようにとらえることができると思 う。

一つの傾向は、『市場軸』がよりつよく作用 し、

『村落軸』があまりつよく働かない場合である。

このような場合、農地の流動化の形式は、市場経

済制度に比較的適合 した姿を外面化する。r契 約

書』をともなった農地賃貸借という形態がこれに

あたるものといってよい。」「もう一つの対極的傾

向は、『村落的求心軸』がつよく作用 し、『市場

軸』の働きをいちじるしく抑制 してしまう場合で

ある。 この場合には、非市場的原理が優越し、む

らの集団的合意形成が重要な役割をはたすことに

なる。そこで、もっとも徹底したむら的な農地流

動化の形式は、『統制的土地利用』 とい う姿を

とってあらわれることになる。」「現在のところ、

この二つの 『求心軸』のいずれか一方にだけ立脚

した一元的原理を反映 した方式は、あま り現実的

でないと考えるべきであろう。一元的方式を強い

て求めようとすれば、原理的に対立 し矛盾する二

つの方式を二者択一的に提出することになってし

まうからである。『賃貸借促進』とr地 域農政』と

いう現実の農政のうごきは、この ような二つの求

心軸にそれぞれ引き寄せすぎた政策理念を表現す

るものであると理解することもできる。両者の整

合性をどこに求めるかとい う問題意識なしに、二

つの政策を推進 した場合、論理的矛盾と行政的 ・

政策的混乱をひ きおこす危険があるといわなけれ

ばならない」eoと 警告している。ここで 「地域農

政」といっているのは広い意味での集落営農を意

味 していると思われる。

つまり利用権調整にかならず しも集落の本質に

なじまないことがあるということである。かんた

んにいえば中核農家への利用権集積はつまるとこ

ろ農家の階層分化であり、それは集落の公平原則

に抵触する可能性があるとい うことである。

こういった集落機能によって中核農家に土地を

集中することの可能性と問題点については多 くの

議論があるがaD、 私はこの点に関 しては集落に対

してあまり過大な期待をもつべきではないと考え

るし、また現在の農政には若干過剰期待の傾向が

あると感 じている。

高橋正郎氏は今後の構造改善の方向として集落

や市町村をは じめとする地域単位でのマネージメ

ントによる 「近隣協調 ・地域間競争」を提唱 して

おられる。 「近隣協調」は集落の もつ基本原理で

あ り、これを基礎として産地間競争で生産力を高

めていくということである。そしてこの原型は日

本の企業が企業内に集落原理をもちこみ企業内協

調 ・企業間競争で高い生産性をあげてお り、それ

が日本型経営(終 身雇用、年功型賃金、 りん議制

にみるボ トム ・アップ型意志決定等)と して世界

的に評価されていることからもいえるとされてい

る。az

私は集落の近隣協調原理は先にものべた通 り、

基本的に生活の原理であ り、これを今後の生産の

組織化の中に中心的原理 として活か していくこと

はかな り難しいのではないか と考える。それは第

1に 、日本型経営 といわれるもの(い え、むら原

理)そ のものが現在の厳 しい国際化時代において

どれだけ長続きするかについての疑問であり、第

2に 、高橋氏の企業 と地域のアナロジーへの疑問

である。つまり企業がその内部組織たる労働組織

において会社への帰属意識を高めるべ く 「協調の
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論理」をもちこみ、またある程度成功しているの

は、日本の労働者の個人主義の確立が十分でなく、

競争社会と直接対決できないというところに依拠

しているのであるが⑬、農家(家 族経営)は 個人

に比べて、まず家族というところで本来的な協調

の論理で救われている。つまり企業社会は個人一

会社一社会であるのに対 して農業社会は個人一農

家一地域一社会なのである。 ここに家族農業(経

営)の 優越性 という古 くか らの問題があるのであ

り、それが今後どうなっていくのかについての十

分な検討カミされてはじめて地域内協調ということ

力犠 論されねばならないと思われる。

もし欧米のように個別家族農業経営が広 く展開

すれば集落的協調は生活面で必要であっても生産

面ではとくに協調されることではない。つまり問

題は個別的展開よりも地域(集 落)協 調型集団的

展開の方カミ必然的であり、かつ好ましいという思

想ないし仮説が正 しいかどうかということであ り、

私はこの仮説には大きな疑問を抱いている。

4地 域農業(営 農)集 団と農地流動化

(1)集 落 ぐるみ集団における流動化の困難

もし地域農業集団ないし農用地利用改善団体、

あるいは地域営農集団がそれぞれに謳われている

ような完全な集落ぐるみ総合的、統一的農業生産

集団になった とすれば、そこでは団地的土地利用、

組織的土地利用、地域複合等は全て達成できるで

あろう。だが農地利用権調整はほとんど発生しな

いと思われる。つま り、全員参加型集団では作業

受委託は発生 しても、利用権移転は転作団地等に

伴 う交換耕作ないし兼業農家の転作地に限っての

中核農家への利用権移転に限定されるだろ うから

である。

た しかに老齢化、兼業化に伴って集団内に事実

上の離農が発生 し、集団的合意によりその土地を

中核農家へ集積するとい う形での利用権調整の可

能性は期待されるが、それにはかなりの時間がか

かるであろ う。たとえば有名な庄原市一木営農集

団では、昭和44年 に集落 ぐるみ農業が組織化され、

酪農家を中心 とす るオペレータによって稲作の基

幹作業がなされ、それ以外の農家(大 部分が兼業

農家ないし老人農家)肥 培管理作業のみとい う形

でなされてきているが、 ここでは利用権移転は例

外的なものを除いてほとんど発生していない。現

に90才 の老人が 自ら稲作の肥培管理作業を行い自

作を維持 している。

私にとっては、集落 ぐるみ営農集団内に利用権

調整が発生するとい う考え方自体が奇妙な誤解で

あるように思われる。そして農政の地域農業集団

ないし利用改善団体が集落営農を目標とするとい

うのであれば、それはこの誤解に基づいているの

ではないかと考えられる。

この誤解の今一つの源は西尾敏男氏がいわれる、

部分作業受託→全作業受託→経営受託→利用権移

転という図式を、あまりにも一般化して日本農業

全てに妥当するとい う理解に基づいているための

ように思われる。

この図式はたしかに現在までの東海地域等では

一般的にみられた。 しか し最近は東北等の従来の

作業受託(多)、 貸借(少)の タイプの地域で賃借

カミ増え、他方、作業受託(少)、 貸借(多)の 東海

地域等で貸借は頭打ちでむしろ作業受託が増えて

きている。これをどうみるかには、種々な意見が

あ り、西尾図式の進展としてもみれるだろうが、

逆に作業受託から貸借への進展には一定程度の障

壁があるという見方もできる。

とくに集団的作業受託組織が確立すれば、先の

一木集団のように貸借へ移行する必要がないので

ある。また受手の方としても、一般には全作業受

託よりも賃借の方が利益が大きいから、労働市場

の展開によって受手市場になれば作業受託から賃
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借へ移行す るとみ られているが、これも条件に

よってであり、た とえば収量水準変動が大きいよ

うな地域では、一定地代の支払いによって収益変

動をもたらす よりも、安定 した作業料金収入の方

が有利であるという場合 も現実にみられるのであ

る。

② 農地管理組合 としての集落営農

もし農政の当初の農地の自主的管理団体による

農地流動化の進展 ということが 目的であったとす

れば、利用改善団体は現在のように組織的土地利

用(農 業機械銀行)は とりこむべきではな く、純

粋に団地的土地利用 と利用権調整だけを行 う集落

的農地管理(利 用)組 合 とすべきであったと思 う。

そしてそれ とは別に機械 と施設の共同利用集団

(これは属人でも属地でもよく、また集落単位に

はこだわらない)を 育成するか、ないしは個別中

核農家を育成 して、それ らの担い手と農地管理組

合の両者を有機的に連携 させ、全体として地域の

生産力を高めるという方向が本来ではなかったか

と思われる。

私はこれを前者の集落 ぐるみ総合的地域農業

(営農)集 団に対 して重層的地域農業(営 農)集

団とよんでい るが、前者の普遍性はあまり大きく

ないのに対 して後者は地域によって弾力的な形で

育成されていけばその普遍性は大 きいと考える。

とくに機械利用組合 といった組織的土地利用に

おいては、規模の経済の利益の追求カミ基本であ り、

そこでは経済効率性が重要にな り、効率性発揮の

ためには能力主義その他のいわゆる競争原理が働

かざるをえない。そしてその場合、集落が本質的

にもつ平等 ・公平原則に矛盾 してい くことがある。

従来、集落 ぐるみ営農集団の多 くが分解 して し

まったのはこの効率性と平等主義 との矛盾、具体

的には労働の分担とそれに基づ く成果配分問題が

主要因であったといってよかろ う。

従来から、水利関係は水系単位で、団地的土地

利用調整は集落単位で、機械共同利用はそれぞれ

の機械 ・施設に対応した合理的規模の属人的単位

で組織化されてきたものが基本であった し、この

ことは今後 とも技術的、社会経済的に無視 しては

ならない要因である。

ただしこの重層型集団においてとくに重要なこ

とは、種々の集団組織活動をできるだけ有機的、

総合的に関連づけて、地域全体の組織活動効果を

より一層高めることであるが、その相互関連化を

だれ誰が中心となってどのように進めるか という

一つの重要課題が残されている。

もつとも農地管理組合を 「集落営農」ない し

「営農集団」とい うのは少 しおかしい感 じがする。

「営農」 という言葉は本来生産活動を意味するか

らである。農地管理のみでは、個別経営の資金管

理において農協等が関与することを農業生産活動

とはいわないのと同様に生産活動とはいえない。

これと似た問題として1985セ ンサスの生産組織調

査ではじめて分類された単一事業組織の中に 「受

託のみ行っている組織」(2583)と いうのがある

が、これは多分 この農地管理組合のようなものを

いっているものと思われる(も し機械共同利用で

作業受託を行っているのであれば共同利用と受託

の複数事業組織 になる、また組織という以上個人

の受託は含まれない)。だがはた して受委託 とい

う行動そのものを生産活動 とみてよいでのあろう

か、たいへん疑問とされるところである。

③ 個別経営発展と集落主義的集団活動

農地流動化推進のための集落活動は以上のよう

に農地管理組合が本来であるべきとすれば、その

活動対象は中核農家であれ属人的(機 能的)集 団

(機械利用組合等)で あれ農地を有効に利用する

ものであればよいということになる。また集落内

の担い手に限定する必要はなく、とくに問題がな
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ければ他集落のものでもよいと考えるべ きであろ

う。

現在の集落営農の考え方にはともすると集落主

義的傾向があって、そこに先述の集落機能のもつ

問題点 とのかかわ りがでてしまうことが多いよう

に思われる。

「集落を媒介にして何をやるか というときに、

二通 りのことが考えられていると思 う。集落を媒

介にして上層農家に土地を集中するとい う考え方

が一つだ。 もう一つは、集落を媒介にして、土地

を荒らさないという、い うところの集団的土地利

用というものを考えるという途筋である。しか し、

その二つがな じまないということカミ基本的にある

ん じゃないか。」。(磯 辺俊彦)

「な じまないというのはまさにそ うで、集落の

性質からいってみんな良くなることを願い、その

なかの何人かの農家を大きくしてみんなそれに土

地を耕 してもらおうということではなかなかうま

くいかない。今までのような篤農家とか精農家 と

い うものとは多少違い、 自分の経営が良 くなれば、

あるいは自分の経営が大きくなれば、ほかの連中

のことは知った ことじゃないとい うことでは、 と

ても土地は集まらない。あいつに預けておけば、

自分の経営だけでなく、集落全体のことを考えて

くれる。兼業農家も沢山残るわけだから、技術も

教えてもらわなければならない。むずかしい機械

作業の請負もやってもらわなければならない。そ

うい う集落全体の農業を支えるケルンになるよう

な農家でなければ、これからは土地も借 りられな

い。今までの ように、自分のことだけ考えていた

ん じゃ借 りられないとい うことが、なじまないと

い う二つのかすがいにならないだろうか。」(大 和

田啓気)aeと い う問題は依然として未解決といわ

ねばならないのである。

そして、にもかかわらず集落主義でのみ押し進

めることは、 「むら的合意形成過程において、 こ

れら(個 別経営)の 主体的な自由を圧殺するよう

な極端な 『集団主義』が発揮され、極度に統制主

義的になることは避けられなければならないだろ

う、地域農業(集 落営農)の 将来を展望する場合、

『ロマン」は必要であるカミ、過度に 『ロマ ン主

義』的になることはやは り危険だというべきであ

ろう。」(玉 城哲)as(か っこ内は和田)と いう点

を良 く理解しておかねばならない。

現に昭和62年2月 の全国農業経営者協会、自立

農業経営者全国集会の 「構造政策の新たな展開に

関する意見」の中の 「私達は、農業者個 々の自発

的エネルギーと創意によって生み出される様々な

地域的あるいは集団的な生産組織を否定するもの

ではあ りません。む しろ、貴重な存在だ と考えて

います。私達が問題にしているのは、法律や制度

あるいは補助事業によって、集落や地域を単位と

した生産組織や集団が上からつくられ、これが し

ばしば、意欲的な個別経営の規模拡大や経営の確

立 ・発展の障害になっていると言 う事実 です。

集落を基礎 とした生産単位や土地利用シ

ステムを補助金等により上か らつ くることは、経

営としての確立 ・発展カミ望めないばか りか、高地

代と弱い耕作権が将来にわたって固定化されるな

ど、個別経営の自由な発展の妨げになる弊害の方

が大きいと考えます。 したがって、私達は、集落

等の地区を単位 とした集団的生産組織を画一的に

制度化し、推進することには反対 であ ります。」

という提言に十分留意せねばならないと考える。

注

1地 域農業集団および地域営農集団については、

以下を参照。

r地域農業集団活動事例集』1985.全 国農業会

議所

『地域農業集団活動促進のために』1985.同 前

『地域農業集団育成の手引』1983.同 前

r土地利用型農業の現状と対策一 地域農業集

一47一



団を基盤として一 』1983.地 球社

全国農協中央会 『地域営農集団一 一その活動

と成果』1984.同 会

同上 『地域営農集団一 どうすすめるか』1983.

1984.同 会

同上編 『集団的農用地利用一 新 しい土地利用

秩序をめざして一 』1983.同 会

和田照男 『地域農業振興と農地利用計画一 計

画実践事例 と計画手法一一』1986.地 球社

10玉 城哲 「農政流動化と集落」(『農地流動化に

対する理論と農民の論理(農 業の基本問題に関

する調査研究報告書6)』1980.3.農 政調査委

員会P37～38

11こ の点に関しては、た とえば 「座談会 『農業

の構造変動 と集団的土地利用』」(『農用地 の集

団的利用(2)(農 業の基本問題に関する調査研究

報告書8'』1982.3.農 政調査委員会P233～240

2関 谷俊作 『農用地利用増進法の生 まれ るま

で』(r農 用地の集団的利用(農 業の基本問題に

関する調査研究報告書7)』1981.3.農 政調査

委員会P7

12高 橋正郎r地 域農業の組織革新』1987.農 文

協

13宮 本光晴r人 と組織の社会経済学』1987.東

洋経済新報

3同 上P8

14注11のP235

4同 上P10～11

15注10のP39

5同 上P14

6大 和田啓気 「部落 ・農協 ・町村」(r農 業の組

織化一 村 と農協(農 業の基本問題に関する調

査研究報告書2)』1976.3.農 政調査委員会P98

～99

7大 和田啓気 「農用地利用増進事業推進のため

に」(r農用地の利用増進(農業の基本問題に関す

る調査研究報告書4)』1978.3.農 政調査委員会

P18～19

8川 本彰 「農業発展におよぼすムラ機能と論理

の役割」(r農 業の組織化一 村 と農協』1976.

3.農 政調査委員会P137～138

9同 上P138
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