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1広 瀬町の概要

1)町 の概況

広瀬町は,島 根県の東北端の内陸部に位置し、

北側は安来市と東出雲町、東側は伯太町と鳥取

県日南町、南側は横田町と仁多町、西側は大東

町と八雲村に、それぞれ接している農山村である。

現在の町域は、東西およそ15㎞、南北20㎞で、

面積は204.5㎞2の 広さを有し、県下で5番 目の

大きさとなっている。いままでに町村合併が3

回行われている。第1回 目が昭和30年 の広瀬町、

比田村、山佐村、安来市石原町の2町2村 の合

併、第2回 目が昭和32年の布部村菅原地区の編

入、第3回 目が昭和42年 の布部村の編入、である。

交通は、国道432号 線が町の中心部を南北に

縦走 しており、また、県道が3路 線開通 して近

隣町村や主要地域 と結んでいる。交通機関は民

営バスに よるが、6路 線80便 が町内外を運行し、

一部山間地域は貸切バスで交通を確保している
。

主要都市への距離は、安来市へ11㎞、米子へ20

㎞、松江に24km、出雲へ57㎞ であり、松江まで

図1広 瀬町の位置図

はバス通勤ができ、なかには出雲への通勤者も

み られる。山陽地方の中枢都市との距離は、広

島市へ238㎞ 、岡山市へ280km、 のところに位置

している。

自然条件は、気温が年間平均14.4℃、降水量

が年間平均1,760㎜ である。冬季の降雪量は町

内でも地域差が大きく、山間部では2mに 達す

るところもある。標高は300～800mの 山岳に

囲まれており、居住集落も山村的集落が多く、

降霜(11月 上旬～4月 下旬)、 積雪深は地区に

よって差が大きい。

地形は、谷密度が高く起伏のはげ しい山岳地

形を呈 し、傾斜地を開発 した棚田が多い。地質

は、大半が花闇岩であり、排水の悪いグライ土

壌が一部に分布し、水田の多くは粗粒灰色低地

土壌か らなっている。

水源は飯梨川、山佐川が町内主要集落を通っ

て流下 し、この流域平坦部に耕地が散在 してい

る。

図2広 瀬町の気温 ・降水量の状況
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2)人 口動態および産業動向

広瀬町の人口は、昭和60年 国勢調査によると

総人 口10,590人 で、最近は微減傾向をたどって

いるが、図5の ように高度経済成長期は、かな

り高い人口流出を示してきた。地区別には、役

場周辺の町中心地区は、山間部等からの町内移

転人口の定住が出ているため、近年わずかなが

ら人 口増加の動きもみられるが、山村的地帯で

は人 口減少が続いてお り、過疎問題が発生して

いる。たとえば、山佐地区の場合は対30年比で

みると昭和60年の人口は40%も 減少 しているし、

これら人口減少地区は高齢化の度合が相対的に

高く、住民からも集落や地区の将来に対する不

安が出されている。65歳 以上の高齢人口は町全

体では1,986人(昭 和60年)、18.8%を 占めて

おり、県平均を3.5%上 回っている。

若い人口の町内定着をね らった産業振興に努

力しているが、農村工業導入対策等で誘致 した

企業6社 を含めて、従業員20人以上の企業は23

社しかない。従業員4人 以上をとると52企業体

を数える(製 造業)が 、雇用条件等の面で若者

を十分に町内に定着させるには至 っていない。

商業はさらに零細で個人商店が圧倒的である。

これらの企業の経営改善や発展対策が目下の町

勢振興の重要課題となっているのである。

図3広 瀬町の人口と世帯数の推移
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3)農 業の概況

以上の ようなことから、町の基幹産業はなん

といっても農林業が中心で、農林業振興による

町の発展を図るべ く、これまで多くの努力が払

われてきた。 ことに農業基盤整備の必要性に対

する認識は一様に高 く、また、生産主体におい

ても経営合理化と結びつけて、基盤整備の必要

性を捉えているようである。この点については、

実態調査を踏 えて後に分析する。その前段の作

業として、ここでは広瀬町農業の概況を整理す

る。

(1)農 家戸数

昭和60年 の総農家戸数は1,310戸 で 対55年

比4.8%減 少 している(表1)。 これを年平均

で み る と毎年 約1%の 農 家 が減少 して いる こ と

に な り、45～50年 の それ は0.7%、50～55年 は

0.9%で あ るか ら、 テ ンポ は緩や かで ある が、

依 然 と して減少 傾 向 が続 い て い るので あ る。 地

区 別 に40年 ～60年 の推 移 をみ る と、 山佐 、 布 部

の2地 区 はそ れぞ れ15.7%、12.9%の 減少 であ

るが 、市 街 化形 成地 区 で就 業 機 会 に恵 まれ て い

る広 瀬地 区 では28.8%と 高い減少 率 に達 してい

る。 ところ が、 比 田地 区 な どの 山村 地 域 では 、

逆 に 農 家戸数 の 減少 率 が低 く8.8%に と どま つ

て い る。 総世 帯 数 に 占め る農 家数 の割 合 は、 昭

和40年 の総世 帯 数2,710世 帯 の57.2%で あ った

が 、60年 に は49.4%へ と低 下 して い る。

表1広 瀬町の地域別農家戸数の動き

(2)専 兼 別農 家 の動 き

専 兼 別農 家 戸数 の動 きは、 図4の よ うに昭 和

60年 の専 業 農家 は7.9%(104戸 〉 一 兼 は12.4

%(162戸)、 二 兼 は79.7%(1,044戸)で あ

り、 兼業 農 家 が総 農 家 の92%以 上 を占 め るに至

って いる。

専 業農 家 の動 きは 、 昭和50年 以降 わず か なが

ら増加に転 じているが、退職帰農者による専業

経営が専業農家比率を高めているのであり、担

い手の高齢化等に注意する必要があるし(図5)、

農業生産面で高齢担い手に適 した経営農型の開

発を行 うことが肝要 と思われる。
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図4広 瀬町の専兼別農家戸数の動き 図5年 齢 別農業 就業人 口の構成比率

(3)経 営 耕地

広 瀬 町 の農 業経 営 耕 地 は、 昭和62年1,120ha

(う ち水 田 が984ha、87.9%を 占 め、 畑が137

ha、12.1%で あ る)で あ り、1戸 当 り平 均 耕地

面 積85.5aで あ る。 階 層 別 の農 家 の動 きは、 お

お ざ っぱに み て1.Oha以 下 が戸 数 増加 、1～2.O

haの 各階 層 が減 少(昭 和40年 以降 の推 移 で は半

減)、2.Oha以 上 が若干 なが ら増 加、 とい った

動 きをみ せ てい る。1～2.Ohaの 各 階層 が減 少

して い る背 景は、 水稲 の 不振 や 稲 作転 換 対 策 に

よ る棚 田や 山間 限界 集落 等で の 林地へ の転 換 、

耕 作 放棄 が出 てい るか らで あ ろ う。 また、 労 働

力事 情 も反 映 して お り、 農 業労 働 力不 足 と高 齢

化 に よる 作付 け縮 小 が影 響 して い るも の と思 わ

れ る。

農地 は、 稲 作転 換 の必 要 が出 て きた 当時、 昭

和45年 に は1,470ha(う ち水 田1,250ha、 畑216

ha)の 耕 作 が あ ったが 、62年 に は実 に350ha、

24%の 減 少 をみ て い る。 関係 者 の指 摘 で は、 主

に米生 産制 限 に この減 少 の 原 因あ る いは動 機 が

あるようであるが、筆者の実態調査によると基

盤整備の立ち後れ等、農業近代化対策が後れて

いるところで耕作放棄がめだっているので、農

業合理化投資の面からも農地の動きをおさえて

お く必要があるように思われる。

、町希望は、農業基盤のこれ以上の縮小や劣化

を防ぎ、農業の後退に早 く歯止めをかけること

である。

(4)農 業部門の特徴

広瀬町の農業は、水稲と畜産(肉 牛、乳牛、

にわとり)の 二つの部門を中心に構成されてい

るが(粗 生産額は水稲が10億7100万 円、畜産が

6億3000万 円)、 畜産は乳牛が年々減少、にわ

とりが横ばいで、肉牛が順調な伸びを示してい

る。米は生産者価額の低迷によって、経営成果

はあまりはかばかしくないが、複合経営の確立

や転作部門の定着に対する努力が経営に反映 し

て、生産総額の減少はそれほど大きくない。

昭和61年 の農業粗生産額は20億6900万 円であ
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り、各品 目とも販売額を底固く維持 しているが、

生産経費を差引いた農業所得額は傾向的に減少

し、農業経営における合理化努力が低コス ト化

に結びついていないようである。集団化による

などして、思い切 ったコスト低減対策を推進す

る必要があり、町や農協はこの面で成果 をあげ

るべ く、集団育成や農地流動化対策を推進しつ

つあるところである。

2広 瀬町の農業振興方策と農業生産組織化

1)農 業振興方策

広瀬町の農業振興方向は、町内の地域特性に

かなった地域農業振興を進め、安定した企業的

自立農家の育成を行い、水稲の安定高品多収、

繁殖牛、肥育牛、酪農の頭数拡大、野菜、しい

たけ、その他の特産品の育成による生産拡大を

めざしている(広 瀬町総合振興計画、第2章 第

2節 を参照。昭和60年3月)。

この農業振興には、農業生産基盤の整備を推

進 して、平成7年 には圃場整備率を50%に 引き

上げることを目標とし、各種の事業を積極的に

導入することとしている。

つぎに、農業生産基盤整備の完了地区につい

ては、集落振興特別事業等の導入を図って、農

業近代化施設整備をきめこまかに実施し、集落

組織を育成 して 「一集落一農場」的発想を軸に

し、機械、施設、農地、労働力等の利用合理化

をめざしていくこととしている。これによって、

中核農家の育成にも効果が上る筈であり、魅力

ある低コス ト農業の確立に結びつ くものと関係

者はみているのである。

「広瀬和牛」は、現在のところ年々評価が高

まるなど、肉牛生産への関心がもたれているが、

これを発展させて水稲+畜 産の安定した複合農

業地帯の形成をめざしている。里山利用や水田

の高度利用による粗飼料の確保、放牧施設の整

備によって生産コストの低減を図り安定産地づ

くりと銘柄牛の生産を目標に している。

花卉やメロンの栽培を普及 し、産地化を図 り

水田利用再編に対処したいと考 えている。園芸

品目は、旧産地の生産が伸び悩んでいるため、

新産地の出方を市場関係者は注目しているが、

広瀬町では市場の信頼を勝ち取るべく技術改善

を急ぎ、品質の高い園芸品目の供給体制づ くり

を手がけている。バイオの応用は、他の研究機

関との連携によるなどの手だてが必要だが、広

瀬町はこの点にも強い関心をもってお り、新産

地づ くりにこれを活用したい意向である。

都市との交流は、立地条件からみて制約も大

きいが、白山をはじめ歴史的遺産が多く、伝統

工芸を復活させて交流魅力をつくり、町の自然

休養村施設の充実 した利用を促進 し、将来は貸

農園、観光農園、ふるさと青空市場等を整備 し、

農業の生産領域の拡大を図り、農家の所得向上

に結びつくように計画 している。宅配便の活用

やふるさと体験ができるようにして、交流を発

展させるならば、農業活動に新しい流れをつく

ることが可能 と思われるが、それには生産者の

意識の啓発や交流テクニックの開発等や らねば

ならぬことが多い。

ところで、以上のような広瀬町総合振興計画

がめざす農業の発展を促すには、多様な土地利

用ができる農地基盤を確保 しなければならない。

さらに、農地流動化対策によって零細農耕の降

路を克服 しなければな らないし、技術 と経営の

能力の高い担い手を育てることも重要である。

個別経営の育成と同じに全体のレベルを向上せ

しめるべきであり、農業の組織化を図ることが

重要である。基盤 と担い手づ くりが以上の町農

業振興対策を強力に推進するうえでどうしても

必要である。 さしあたり、農業の生産振興や生

産者の能力開発には、農協の指導力を高めて系
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統利用による地域農業の発展をめざすことが重

要だという考え方から、農協の部会活動を主体

として部門毎に機能集団を組織 し、技術の高度

化や経営安定対策を講 じている。平成元年にお

けるこれらの集団は、生産振興の外に仲間づ く

りや生活改善グル―プ等を加えると、広瀬町農

協の傘下に39の機能集団が組織されている。参

加会員数は3,637人 に達 し、町の農業就業者のほ

とんど全員がなんらかの集団に関係 しているこ

とになる(表2)。

これほど熱心に集団づ くりを勧める理由は、

基幹産業である農業振興にかける意欲の大きさ

と同時に、地域農業の伸び悩みに対する危機意

識もまた大きいからである。これ らの部会等の

活動は、生産者の意欲を一部でかなり刺激して

いるし、新 しい品 目の導入と定着の面でも力を

発揮 している。 しかし、全体の活動はまだまだ

改善すべきところが多く、たとえば、島根県が

事業化 している 「ふるさと農業活性化事業」と

結びつけて、ユニークな地域づ くりへもってい

くなどの工夫が必要であろう。集団の中には、

メンバ-が 高齢化した り、対象品目の収益がな

かなか目標に達せず活動が停滞している例もみ

られるし、活動のマンネリ化や魅力あるアイテン

アが出尽 してしまって、いまひとつ盛 りあがり

に欠ける集団もある。昭和40年代に結成された

集団等は、当時のリーダーが高齢のため引退 し

ているか、あるいはリ-ダ-不 在 という状態に

なりかねない集団も生れつつあるようであり、

転換期を迎 えている例も出ているのである。

集団活動は、 リーダ-や 構成員の質に大きく

左右されるから、集団の若がえりやリ-ダ ー育

成を適宜行ってい くことが重要である。広瀬町

の農業活力は、表2の ように多様な集団が、今

後どのように力を発揮 していくか、にかかって

いると言えるからである。

2)優 良集団の活動事例-廻 谷協業集団一

この集団は、広瀬町西南端に位置する奥原田

集落(農 家数77戸、うち専業農家6戸 、1兼5

戸)に あるが、この集落は標高200～600mで

冬季積雪の多 く、町の中でも山間地に属する地

域である。生産部門は水稲、肉用牛、菊、 メロ

ン、 しいたけ等と多く、これら数品目による複

合経営がなされている集落である。しかし、第

二種兼業は若干の肉用牛の外はほとんどが水稲

単一型の経営である。

(1)廻 谷農業集団の概要

構成員は5戸 で、 うち2戸 が専業、3戸 が兼

業農家である。農業従事者は、男子専従2人 、

女子専従5人 、女子雇用1人 の9人 で、水稲8.8

ha、菊栽培、ハウス17.3a、 露地151.3a、 を行

っている。借地面積は110aで 、集落内の水田

を借入れて水稲と露地菊を栽培 している。露地

菊は水稲との田畑輪換方式による栽培を導入し、

連作障害を防止して質の高い菊を生産しており、

他の菊生産者に技術波及がみられるなど先導的

役割を果 している。

ミニライスセンタ-に よる水稲乾燥調整の作

業受託を行い、兼業農家の安定に役立っている。

いまのところ協業組織全体の作業規模はそれほ

ど大きくはないが、水稲作中心の集落における

稲作転換対策の面で、有望な転換方式(水 稲十

集約園芸品目+作 業受託)を 確立し、営農面で

他集落のモデルになっているところに特色があ

る。

(2)廻 谷協業集団の発展過程

この集団は、昭和42年に当集落に自生してい

るわさびの商品化を試みたことからスタ-ト し

ているが、はじめは天然わさびが出来る土地柄

だからわさびの集団栽培も可能であろうと判断

して、5戸 の集団を結成し、わさび苗の共同購

入(7,500本)を してわさび栽培の研究や試作を
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表2広 瀬町の生産部会および各種集団
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行 ってきた。 しかし、わさびは適地が限 られる

こと、市場価格が不安定であること、それゆえ

販売額が小さく経営安定のメリットが低いこと

等の問題が解決せず、協業経営を安定させるこ

とが困難であった。

この集落は相対的に標高が高いため、夏の冷

涼 な気象 を生 した菊栽培に適 していることを

発見し、普及員の技術指導の支援をえて、昭和

51年からわさびと菊の2品 目の生産を行うこと

となった。

昭和56年から集落の土地基盤整備事業と環境

整備事業が始まり、水稲の経営合理化が進み、

かつ、菊栽培適地が拡大された。協業集団に参

加する農家は、自家の労働力事情に従 ってつぎ

のようになっている(表5)。

表3構 成農家と関係品目

(3)協 業集団の活動と基盤整備

廻谷協業集団は、水稲の調整作業では集落の

60%を 受託するほど、集落内から信頼される集

団になつている。これは、構成員が研究心に富

み米の品質管理に気をつけるなど、創意工夫を

してお り、兼業農家の安定や集落の農業発展の

ために努力しているからである。

しか し、集団の構成員がいくら意欲をもって

農業経営に当っても、近代的機械化営農ができ

る基盤整備がなされなかったなら、集団営農は

いうべくしてなかなか発展しないであろう。廻

谷協業集団が集約的園芸部門を安定させること

ができたのは、土地基盤整備によるところが大

きいし、水稲の作業受託も将来増加することが

考えられるが、基盤整備は作業の受委託関係を前

進させ、受託経営を成功させる重要なファクタ

ーとなっている。 ことに年- 生々産者が高齢化し

ていく中で、農作業の合理化をどう進めるか、

経営部門をどのように転換するか、といった問

題が農業者間でもぼつぼつ話題となっている。

集団と個人の作業分担による稲作の経営改善や、

それによって労働力に余裕が出来た場合に導入

すべき品目、複合経営のあり方、小産地の確立

条件の検討、といった問題にもこの集団は前向

きに対応 している。

5集 落における土地利用と規模拡大の条件

現在の食料需給からみて、米生産制限による

稲作の転換はさけられないが、山陰地方のよう

な自然条件下にある地方では、水稲に替る品目

がなかなかみつか らないため、効果的な水田利

用再編対策の確立には、解決困難な課題が多い

のである。山間部に入るにしたがって圃場条件

が相対的に悪 く、さらに市場の立地条件も劣る

から、適地適作とはいえ集団的に栽培し産地化

を図る場合の制約条件は、ことの外多いように

思われる。

広瀬町の立地は、前章で述べたように山林的

環況にある。農業が町の基幹部門であり、種々

の振興対策がとられ、比較的農業活力が高い町

である。そして、表4の ように水田利用再編対

策の実績は、昭和60年 まで連続 して高い目標達

成率を示 している。これは、生産者をはじめ町、

農協の並々ならぬ努力によるのだが、廻谷協業

集団が行っているように小集団による集約品目
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表4広 瀬町の水田利用再編対策事業実施実績

の定着と産地化の試みが、割合うまく定着して

いるか らでもある。また、 目下、 「広瀬和牛」の

振興対策が進められているが、古くからの肉用

牛(繁 殖が主、最近は肥育にも力を入れている)

の産地であ り、 「水稲+肉 用牛+木 炭」、 とい

った農林二部門の経営タイプが一般化 していた。

だが、木炭が農家経済から離脱して、一方では

兼業が深化 し、他方、しいたけ等の林産と農業

の複合化によって農家経済の安定を図る農家グ

ル-プ が生れた。現在の広瀬町農業の担い手は、

後者の農家グループのうちの生き残 り組、 とい

ってよいであろう。肉用牛が、これ らの農家に

定着 して今日に至っており、粗飼料生産の必要

と水田利用再編対策が結びついていることが、

高い目標達成率を示す原因の一つになっている

のである。 しかし、飼料生産といえども、水田

の畑転換を行うわけだから、水田の土地基盤と

の関係が大きく響いてお り、中核農家の土地改

良(と くに排水対策)へ の関心は高いが、自己

負担や投資効果への不安を訴える経営者も多い

(広 瀬町農協のアンケート調査結果では、全面

的な圃場整備希望が114人 、や りたいが不安だ

と回答したものが108人 、であった)。 兼業農家

や高齢者が増 えているため、圃場整備に関心を

示さない農家も徐 々に増加 しつつある。

以上のような全体の動きをつかんだ上で、つ

ぎに集落における土地利用と規模拡大の条件を

考察することとする。

1)調 査対象集落の概要

本調査事業 を実施するにあたって、調査対象

地区を島根県広瀬町の福留集落とした。福留集

落は、現在、土地基盤整備を実施しており、す

ぐれたリ-ダ-に 恵まれ、最近は、メロンや菊

の集約的な品目を転作田に導入 して成果 をあげ

ている。肉用牛の伝統産地であるため、その技

術水準は高位平準化しわ りあいまとまりをもっ

ている集落である。農業活力は、複合指標で判

定す ると 「中間型」にランクされるが(図6)、

集落の農業改善意欲が高く、町や農協が適切に

対応すればモデル的な農業再編活動が期待でき

る集落である。

福留集落は、農家戸数22戸 、うち専業2戸 、

1兼5戸 で、他は2兼 である(昭 和60年農業セ

ンサス)。 最近の農家の動きは、昭和55～60年

の間に戸数1戸 減少、専業は1戸 増加、1兼 は

13戸から5戸 に減少、2兼 が9戸 から15戸に増

加、 という安定兼業型集落に移行 しつつある。

経営規模別農家戸数は、昭和55～60年 の2回

の農業センサスを比較す ると、2.0～3.Ohaの

農家が2戸 増加 しており、徐々に専業による規

模拡大の動きが、集落内に出つつあるように思

われる(表5)。 しかし、まだ、高齢従事者が

現役で農業に従事しているため受委託等のめだ

った動きはない。 しかし、高齢専従者による経

営もぼつぼつ現状維持から縮小の方向にあるよ

うに見 らね 個別受委託による経営か、あるい
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図6総 合指数による生産分類図
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表5広 瀬町福留集落の経営規模別農家戸数

表6一 ① 広瀬町福留集落の地目別土地利用の現況
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表6-② 農産物の収穫面積(露 地)

は 集落 農場 方 式の よ うな集 団 化 の方 向か 、 を選

択 しなけれ ば な らない時 が近 い よ うで あ り、 集

落 の リー ダー もこ の こ と を真 剣 に考 え始 めて い

る よ うで あ った。

福 留 集 落 の土地 利 用現 況 は 、表6の よ うに 水

田 が93.2%(昭 和60年)と 圧 倒 的割 合 を占 め る

が 、農 業 基盤 整備 が実 施 され て い な い この時 点

で は、 裏 作 がで き る二 毛 田が きわ め て少 な いの

が 特徴 とい える し、 昭和55～60年 に かけ て樹 園

地 、 畑が 減 少 して いるの も特 色 の一 つ とみ て よ

いで あ ろ う。 畑 の 減少 の 原 因 は牧 草専 用地 が減

少 して い る こ と と、 樹園 地 は 放任 園 に よ る林 地

化 で あ る。 農 作物 の収穫 面 積 は、 昭 和60年21,7

haの うち水稲 が18ha(82.9%)、 飼 料作 物が29

ha、 他 は1ha未 満 で あ り、 野菜 の減 少 が め だ っ

ている。飼料の作付けは増加 しているが、これ

は転作による増加である。飼料作が増加 してい

る背景には、肉用牛と酪農の生産者の間に粗飼

料自給率を高め経営合理化を図ろう、とする意

識が出てきたか らであるが(表6-②)、 里山

の畜産的利用が後退 して転作補助金がつく水稲

転作にとってかわったためである。

福留集落の肉用牛は、飼養農家16戸(集 落内

農家の72.7%、 うち繁殖が13戸)、 総飼養頭数

は83頭 である。酪農は3戸 で総飼養頭数15頭で

ある。この外に主な生産部門として林山部門の

しいたけがあり、栽培戸数12戸、ほだ木33,000

本を有している。

2)土 地基盤整備と調査農家の対応

(1)福 留集落の土地基盤整備

福留集落の土地基盤整備は、図7の ように受

益面積17.3haで 区画整理と暗渠排水を行う事業

である。総事業費2億3,000万 円で昭和62年 度か

ら平成2年 度まで4カ 年にわたって実施される。

土地基盤整備に対す る受益者の評価は、まだ

工事続行中なので中間的評価であるが、専業お

よび中核的農家が経営合理化に役立っている点

で高い評価を下してお り、むしろもっと早く土

地改良に着手 していれば よかった、という積極

的なグル-プ もあるほどである。2兼 は、短期

的にはあまり土地改良を評価 していないが、将

来自分が退職就農をするような時に、農業経営

が無理なくできるように基盤整備に参加した、

というグル-プ と、現状維持でよいとするグル

-プ があり、どちらかといえば後者の方が多数

を占めている。

集落のリーダー層は、22戸の農業の経営者の

年齢等からみて、いま着手しなければ土地基盤

整備は不可能であったろう、とみている。ちょ

うどよいタイ ミングで事業が導入できた、とい

う指摘もあった。
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図7 広瀬町福留集落の土地基盤整備計画図
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(2)福 留集落の農業経営と土地利用

先に表6で 福留集落の土地利用をおおざっぱ

に捉えたが、ここでは農家の実態調査から、個

別経営の現状と土地利用の特徴をつかむことに

したい。

調査は、広瀬町役場、広瀬町農業委員会、島

根県農業開発公社の協力と指導を頂き、また、

福留集落では区長 と農業委員および集落内農家

の各位の並 ・々ならぬ協力と理解を賜って、短期

間に集落悉皆調査 を行うことができた。ご協

力に深甚の感謝を表 したい。

ところで、福留集落の農家戸数は22戸 である

が、調査時点で経営主が不在(長 期間にわた っ

て町外に勤務のもの1人 、季節雇用のための不

在1人)で あった農家が2戸 、中核的農家だが

国の農政に対して不信感をもっているため、 こ

の類の調査には協力しないという農家が1戸 、

これ以外の理由で調査ができなかった農家が1

戸、の4戸 が調査もれである。したがって18戸

の農家の調査結果を分析することとする。

① 経営規模と部門

福留集落の18戸の農家の経営規模は、表7の

ように一番大規模な農家で172a(う ち水田160

a、 畑12a)で ある。逆にもっとも小さい経営

は水田24a、 とごく零細な規模である。昭和60

年センサスと比較すると、センサスでは2ha以

上の経営が2戸 と記録されていたが、今回の調

査ではその経営事例がなく、経営規模拡大の動

きは60年以降あまり芳しい展開をみなかったの

かも知れない。 しいたけ部門をもつ経営は、今

回の調査で3戸 しかつかめなかったが、ここ数

年の間に部門の廃止または転換をはかった経営

が敷戸以上(60年 センサスでは12戸のしいたけ

栽培農家があった)に のぼ るのである。

畜産部門は、酪農経営が戸数、頭数 ともに減

少 しているが、これは飼養担当者め高齢化が影

響しているようであり、家族の農外就業が主婦

をもまき込んで多様化するにした がって、休日

が取れない酪農が縮小や廃業の対象となり、経

営から切 り離されたのである。実態調査の中で

指摘 されていた点も、畜産振興では労働力利用

の面で兼業になじみにくいということであった。

酪農の場合は、ヘルパー制度の導入なども検討

されたようであるが、まだこの集落ではあまり

定着していない。

肉用牛の飼養農家は、調査時点で12戸 であり、

前回のセンサスと比較すると4戸 減少 している。

飼養頭数も83頭か ら74頭に減少してお り、ここ

数年の動きは横ばいに推移しているように見 ら

れる。仔牛の市場価格がよく繁殖農家はかなり

経営意欲を高めているが、 しかし、牛肉の自由

化のニュースが入るようになって、将来の経営

に不安をもつ農家が増えていることも事実であ

る。現在、肉用牛部門をもっている農家のうち

頭数増加を希望するもの2戸 、現状維持8戸 、

縮小2戸 、である。

肉用牛経営農家の希望は、以上のように現状

維持が67%を 占めており、仔牛の市況がかって

ない好況でありながら経営者の意識は牛肉自由

化等に対する経営不安を暗につのらせているよ

うであった。肉用牛を増加したいという積極的

な農家は、調査番号1番 と14番の農家である。

農家1は 、後継者がやるならば増頭、 という条

件がついている。この農家の家族構成は経営主

(62歳)が 専業(森 林組合の職員であった30年

間は父が専業であった)、 長男が酒造業に季節

雇用として出る外は農業に従事 しているが、長

男の嫁は 「百姓をや らないことを条件に結婚」

しているので、あまり農業の戦力には考えてい

ないようである。したがって、今後の農業は後

継者である長男(37歳)が どのような選択をす

るかにかかっている、といえるのである。
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表7広 瀬町福留集落の経営規模別農家概要

つぎに、農家14の例は、現在は経営主の妻が

農業専業であるが、経営主(59歳)は 兼業(山

林管理作業等)で ある。 しかし、現在の勤務は

体力が必要なので、60歳 以降は時期をみはから

って退職しなければならず、その退職後に肉用

牛を教頭程度導入 したい、という意向である。

したがって、この2つ の事例は積極的な経営戦

略としての肉用牛拡大を指向しているのではな

いのである。

さらに、現状維持という意向の8戸 のうち半

数は縮小も考えている農家であり、現況のよう

な仔牛の高値が続 くな らば現在の規模を継続す

るが、自由化等による市場変動によって下落す

るならば縮小あるいは廃止もありうるとい う意

向である。現状維持とする意向のもう一つの理

由は、粗飼料の確保(稲 わ ら)が むずかしく、

稲わらの調達量と肉用牛頭数をバランスさせて

いるのである。飼養方法や稲わら確保の面での

改善があれば、肉用牛の頭数はもっと伸ばすこ

とができるのかも知れない。労働力不足も現状

維持の大きな理由にあげられている。

縮小という意向をもつ2戸 の理由は、労働力
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不足が一番大きいようであり、集約的な園芸部

門へ転換す るために肉用牛部門を廃止したいと

いう意向もあった。

いずれに しても、福留集落の肉用牛はながい

伝統をもち、生産技術の蓄積も高いものをもっ

ているので、発展させたい部門であるが、現在

のような伝統技術の中での増頭は困難であろう。

耕種部門との複合、あるいは副業的存在として

の肉用牛だからである。水稲は、圃場整備前の

小区画に分散 した所有(1戸 で60枚 以上の田を

もっていた例がある)か ら、整備後は農道がつ

いた団地化された大区画となり、機械化営農は

相当に前進しているように見受けられた。しか

し、米に対する生産者の意欲はかな り低く、こ

れを改善して稲作経営を自立に向わせるには、

一集落一農場力式のような集団営農組織等によ

る強力なテコ入れが必要と思われる。現在実施

している土地基盤整備を発展させて、集落 ぐる

みの営農改善運動に結びつけるようにもってい

くべきであろう。 さらに、作業受託等もわずか

ながら出ているが、将来は受委託関係を通して

集落の水稲経営が再編成されていくであろう。

酪農経営は、肉用牛への転換を図 りたいとい

う経営が1、 現状維持が1で ある。前者の転換

理由は労働力不足にあり、高齢化するにつれて

酪農の日常管理が負担になるようである。

ハウス等の導入は、土地単位当 り生産性が高

く、規模拡大が困難な山間集落の経営発展に、

希望をなげかけている。先に紹介した 「廻谷協

業集団」のようなタイプの経営が、これらの新

品 目を中心にして取 り組めるならば、福留集落

に新 しい農業の動きが出る可能性もあると思わ

れる。この品目の生産安定には、高度な販売戦

略が必要であり、農協のマーケッティング能力

を高めることが必要 と思われる。

(3)福 留集落の農地流動化

福留集落は、山間地帯であるため労働力流出

は進行しているが、集落内における規模拡大指

向の経営が農地集積を行って自立経営を確立す

る、という動きにまで発展していない。都市近

郊地帯でよくみ られるような借地経営がまだ形

成 されていないからである。これは、本集落の

基盤整備が最近までなされず、借地による規模

拡大のメリットが低かったこと、林産物や他の

品目の複合経営や森林組合等の山林労務班雇用

のような安定就労機会が地元にあったこと、な

どが農地移動に影響してきたように思われる。

福留集落の最近の農地移動は、表8の ように

18戸の調査事例のうち売却が5件 で、いずれも

水田であ り合計102aで ある。逆に、農地の購

入事例は5件 で、田が85a、 畑が3aで ある。

これらの取引は集落内の売買が中心で、圃場整

備に関連して飛び地を処分 した事例、戦前から

の小作地を解約 してその時に小作地全部または

一部を売買した事例、である。圃場整備事業が

実施されなかったならば、小作地はそのまま継

続された筈である。なかには16、17番 の農家の

ように労働力不足で農地管理が困難であるため

売却 したという事例もあるが、この2戸 は経営

主の年齢がそれぞれ67歳、65歳であ り、後継者

夫婦が安定兼業であるため農業経営は老人が担

当している。16番 の農家は農業担当は経営主だ

け、17番 は老人夫婦の核世帯で3人 の子供は県

外(い ずれも大卒で教員、公務員、大手会社員)

に出ている。

今後、このようなケースが増加するとみられ

るし、実態調査の時に町外に滞在(兼 業のため)

していて調査できなかった農家があったが、集

落内に住んでいても農業に直接タッチしない農

家が若干出ているし、町外滞在型兼業のため農

業ができない兼業農家も少数ながら出てきてい

る。これらの農地を中核農家に集積していくよ
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表8広 瀬町福留集落における最近の農地移動

うに、強力な農地流動化対策を推進 していく必

要がある。なしくず し的な移動であってはなら

ないし、できるだけ集落の将来の目標をはっき

りさせて、集落の農地管理の方向を決める必要

がある。

(4)福 留集落の担い手の現況と中核農家の

育成

以上のように、福留集落の農業は新しい集約

的園芸部門の小産地化の動きがみられ、基盤整

備をきっかけに して農地の所有 と利用の面でも

新しい秩序(受 委託等)の 形成の可能性がでは

じめている。 しかし、まだ具体的な動きとなっ

ているわけではないので、集落の土地利用の新

しい方法を見出すには、関係機関のねば り強い

テコ入れが必要と思われる。

ところで、集落の土地利用になんらかの新し

い方法を採用す るには、その土地利用の担い手

となる中核的経営主体がいなければならないし、

もしいなければ新たに育成 しなければならない。

福留集落の農業の担い手の現況は、表9の よ

うに40歳代が4人 、50歳代が5人 で他は60歳 以

上である。土、日曜等の休日に農業に従事する

家族は、自宅通勤はほとんど全員がそうである

が、農業が主となるような専業的従事者は、表

9の ○印をつけた農家8戸 である。 この うち中

核的経営 として積極的に集落の農業に参加でき

る農家は、聴取り調査結果では、①、③、⑥、

⑩、⑫ の5戸 である。他に臨時雇用のような不
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表9広 瀬町福留集落の農業および兼業従事状況

安定兼業が少数あり、これらは農業経営が安定

するならば兼業から農業へ再び移る可能性があ

りえよう。

しかし、当面、兼業をやめて農業へという職

業移動はかなり勇気が必要であるし、また、そ

のような農業条件は乏 しいのが現実である。 し

たがって、本集落ではここにあげた5戸 が中核

的担い手といわねばならないが、農家⑫は平成

元年4月 に団体職員を退職した帰農専業で、新

しい経営部門をもたず兼業当時の作型をとって

いるが(表10)、 本人は農業は現状維持で再び

勤めたい、 という希望をもっている。
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表10広 瀬町福留集落の主な農産物とその面積

他の4戸 は園芸部門の導入を図って、新しい

複合計画へ挑戦しているグル-プ である。中核

農家の育成は、資金援助や技術指導、規模拡大

の支援等幅広い施策が実施されているが、ここ

では畜産(肉 用牛)の 安定対策と自由化による

将来の不安をなくすことが重要であり、園芸品

目は比較的新しい部門であるため新技術の定着

や販路のきめこまかな対策を効果的に打ち出す

ことが必要である。園芸部門は土壌病害の発生

や土地減退の対策が重要であり、そのための土

地利用の確立も急ぐべきであろう。パソコン等

の利用ができる情報化対策も必要である。小さ

い集落であるため、外延的規模拡大のキャパシ

ティ-が 小さいから、複合経営や農林二部門で

の経済安定対策を展開するなど、が必要である。

114



4む す び

以上、広瀬町福留集落の事例調査を、土地利

用と経営規模拡大の面か ら整理した。土地利用

では、伝統的な水稲十肉用牛という経営類型が

最近徐々に変化して、集約的園芸経営を追加し

て多角化の方向をとっている。 しかし、担い手

不足から園芸品目の展開は必ずしも楽観できず、

経営安定対策にはかなり多様な問題を解決 しな

ければならず、できるだけその具体的対策を整

理 した。

農地価格については、取引事例が少ないので

ふれなかったが、2～3の 事例では上田が10a

当り70万円、中下が50～70万 円の間で売買され

ていることがわかった。土地基盤整備時の集団

化や小作関係の解約に伴 う取引で、このような

価格水準の取引がなされているようである。こ

れは基盤整備に関連 して、近隣集落の例を参考

にして申し合せた価格のようである。集約的な

園芸部門が、今後 どう発展 していくのか流動的

であるが、もしメロンや花卉が本格的にこの集

図8経 営の将来計画に関する農家の意向

落に定着し産地化していくならば、現在の地価

は単収の高い園芸部門の影響を受けるかも知れ

ない。

規模拡大については、福留集落ではあま り積

極的な動きはつかめなかったが、農協のアンケ

-ト 調査によると、図8の ように広瀬町農業の

三部門(水 稲、肉用牛、しいたけ)で 、農家の

規模拡大指向がわりあい高く出ている。集落に

よる活力差異はあるが、福留集落は図6の よう

に町内でも相対的に活力水準が高いことからみ

て、潜在的な規模拡大指向はかな り高い と考

えてよいであろう。
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