
提 言

集 落 複 合 経 営

中 野 和 仁

今年2月 長野県飯田市を訪れる機会があっ

た。目的は二つあって、その一つは戦後農地

改革の頃調査に訪れた鼎村が今どうなってい

るかであり、もう一つは市の中山間地域の実

態とそれに対する市の農業行政 の取組

みを勉強させて貰 うことであった。

鼎村は戦後いち早 く農民組合が組織されて、

耕作農民本位の土地管理委員会が結成され、

土地の共同管理を行ない、耕作者の買受の機

会均等と農地の集団化のための交換分合を行

なったことで有名であった。今回訪れた鼎村

は市街化が進み、昭和59年 には市に合併され

昔 日の面影はなかつた。ちなみに戦後農家

567戸、340haの 農村は今407戸 、187haと な

り、農民組合はな く、時代の流れを痛感する

のみであつた。

飯田市の農業、農村行政 で感銘を受けたの

は、 「集落複合経営」をめざし、その推進の

ため 「地域マネージメント事業」を展開中で

あることである。

市の説明によると集落複合経営とは、農業

者のみでなく、その地域(集 落)で 暮すサラ

リーマン、商業者、工業者など全ての人がお

互いの持ち合わせている物や知恵やお金を出

しあって、自らの手で地域を経営して行 くこ

とであるという。農業においては一部の専業

農家の育成、規模拡大だけでな く、1兼 農家、

2兼 農家を含む多くの農家がそれぞれの向き

にあった農業を続け、所得の向上を図る。複

合とは農業の複合経営 もあるが、 もっと広 く

地域を形成する農家やその地域に生活するサ

ラリーマンや商家も絡みあって各自の能力を

組み合わせ自立できるよう助け合うというの

である。皆で農山村の職 、風土を保全 し、

農業者にとっては生活、労働の場、その地を

訪れる人にとっては憩いの空間となるよう努

めるというのである。

次に地域マネージメント事業とは、魅力あ

る農業をめざして ①集落を中心にみんなで

知恵を出し合い近代的な集落複合経営の確立

を図る ②生活環境の整備、都市や町場との

交流を通 じ、花、果物のある美しい農村集落

づくりをする ③後継者の育つ中核農家づ く

りをめざして生産基盤の整備と農地の集積を

進める ④果樹、野菜、畜産、菌茸など地域

の特色を生かした多種類の豊かな都市近郊農
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業を形成することを目標とする。そ して地域

マネージメント事業の進め方は市に事業推進

会議、旧村(農 協支所)単 位の地区推進会議

(13地区)を 設置し、実践活動としてモデル

集落設置事業を行なう。モデル集落は集落ア

ンケ-ト 調査や懇談会等で現状を把握し、集

落農業の方向、将来構想を持ち、リーダーの

存在する集落を選定する。平成2年 から4年

まで旧村単位に3集 落ずつに一集落20万 円を

市単独事業で活動費を助成する。集落は関係

者の徹底 した話合いを基礎にして問題点や希

望をまとめて整理 し、順位をつけてみんなが

納得の上で地域づ くりに取組むのである。市

の言によれば、集落をベ-ス とした活動を具

体的に始め何とか しようとしている段階であ

る。これから難題も予想されるという。中山

間地域の農業、農村の活性化を図り、農林地

を維持し、自然環境を保全するには、飯田市

の集落複合経営をめざした活動のように集落

を基礎にしてそれぞれの地域の人々が定住 し、

生活することが確保されることが最 も地道で

確実な方法であると思うのである。

わずか2日 であったが、飯田市の中山間地

域の実態-圃 場整備の完了した水田、造成

された果樹園、牧草地、放棄され荒廃 した桑

園や水田(市 全体で255ha8.7%)に ふれ、

夜はそれ ら集落の人々と夜更まで酒を くみ交

わしての懇談でその感を深めた。見聞 したそ

のいくつかの実例を紹介する。

1.S地 区K集 落(70戸 、専業7戸)

特定専業農家でなく、兼業農家、非農家も

一所になって地 域の土地として大事にし
、地

域で知恵を出す。農産物販売、無人販売所の

設置、農産加工は兼業農家と婦人が中心で、

兼業農家の連合体といっている。東京都世田

谷区のふるさと区民祭に出品、出席 し、区民

の受入 もやる、愛知県A町 への直売もする。

農業構造改善事業で水田圃場整備完了(反 当

事業費200万 円以上)し 、放棄水田はない。

ここのM生 産組合長は 「この村の若いものは

通勤、農産加工は婦人 と年寄だ。田畑に草を

はやしては駄目だ。野ブキでもワラビでもつ

くれといっている。」といっていた。集落の

戸数は減っていない。地域交流型の集落複合

経営のモデルだという。

2S地 区O耕 作組合(土 地利用型)

開田抑制のため畑作振興に切換え、財産区

の共有林に酪農家(7戸 、後継者あり)を 移

転、既耕地は地域の皆で作る。兼業でいける

果樹団地造成 荒廃桑園を飼料畑に活用、こ

れらは地域内での話 し合いをじっくり先行さ

せ、土地の集積団地化を図り、桑、飼料作物、

ワイ化 リンゴ、牧草の作付栽培協定を行ない、

兼業農家のレベルアップを図っている。地域

みんなでやるので事業の担い手育成というだ

けには反発を感ずるという。
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3.K地 区K集 落(68戸 、3世 代50世帯)

全員が兼業、勤めが主体で土日に農作業す

る。昭和50年代の集落の村づくり計画で谷間

の水田を放棄、居住地周辺の畑で野菜作 り、

町場との交流で年収500万 円、松茸山で100

万円の副収入 もある。雑穀も作り、農業は従

で楽 しくやっている。ナイター設備がほしい

という。昨年の農村アメニティコンクールで

国土庁長官賞を受賞した。

4.K地 区D集 落(28戸)

やせた土地で養蚕、米 と砂防事業、出稼 ぎ

だったが、昭和50年 代畜産 と果樹に転換、10

haの リンゴ園を造成 し、オーナー制度 も始 め

た。50本 にな った。広告100枚 当 り、1枚 申

込があるとの こと。宿泊、食堂施設を作 りた

いという。

5.T地 区(標 高800m、97%山 林、市内へ

は最も遠い)

過疎化、高齢化に対し、公民館の市民セ ミ

ナーを契機に集落ごとに壮年層による同志会

的グル―プを結成し、地区を考える会に発展

した。大半は通勤兼業化したが、自分の田畑

や山の価値を見直すこととし、田を荒さない

よう体耕田にフキを植え、ススキでゴザを、

また門松を作ったりしており、 リンゴ茶屋経

営農家か ら地区全員頑張っていると聞いた。

繰り返すようだが、以上の例をみると、集

落複合経営とは農業だけでなく、そこに住む

人々が共同の財産である土地と人を生かし、

地域の活性化を図ることである。中山間地域

のきびしい状況に対 して、それぞれの地域で

集落を基礎として今一度何ができるかを考え

て貰うこと、そしてそれを助長することか ら

始めることが大事なことだと痛感した次第で

ある。

なおS地 区のM生 産組合長宅を訪問して、

一層その感を深くしたのは、中核農家につい

てである。M家 は200年 以上の旧家、M氏 は

昭和元年生、二世代4人 経営、搾乳牛30頭、

水田1.2ha、 リンゴ園2ha、 山林10haで ある。

畜産基地建設事業に参加 し、水田圃場整備を

完成させた。毎年の世田谷区のふるさと区民

祭に出かけるという。まさに中核農家である。

農業白書では中核農家を基幹男子農業従事者

として60才未満の男子で150日 以上の農業従

事者のいる農家と定義している。今年から白

書では中核農家とは呼ばなくなったが、たし

か昭和48年の農業白書からこれを採用 してい

る。それまでの農業基本法にいう自立経営農

家(世 帯員1人 当りでみた町村在住の勤労者

世帯の勤め先収入と同水準の農業所得-下

限農業所得=平 成2年 度506万 円)が 日本農

業の担い手 としては少数で数も伸びない、下

限所得が景気に左右されることもあり、自立

経営農家のほかに、農業労働力に着目して中

核農家を農業の担い手とした。現行の農産物

の需要と供給の長期見通 しの農業構造の展望

によれば、中核農家は昭和60年87万 戸(平 成
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2年62万 戸)が 平成12年 には50万戸に減少す

ると見込んでいる。最近の推計では35～40万

戸になるともいわれ、その減少が心配されて

いる。 しかしながら、中核農家を定義づけて

から20年近 く、日本の経済も農業、農村も大

きく変化 した。世界一の長寿国となり、姓

80年時代になっている。農業者年金も原則65

才からの支給に改正された。それよりも先に

あげたM氏 の例をひくまでもなく、農村の実

態は昭和一ケタ代が日本の農業を支え、集落

地域の中心になっている。従 って、中核農家

とか基幹農家という場合には、60才未満でな

く少なくとも65才未満とすべきではないか。

今年の白書では農業所得が50%以 上で65才未

満の男子農業専従者(150日 以上従事)の

いる農家60万戸、農業所得50%未 満だが、65

才未満の男子専従者のいる農家19万戸、さら

に65才未満女子専従者のいる農家 もある。農

業の基幹的労働力の減少、高齢化を憂えるに

しても、私のいう65才説をとり、また2兼 農

家でも基幹的農家も多いことを併せ考えるこ

ととしたほうが、現下の農村の実態に合致 し

ているし、これか らの農業、農村のあり方を

考える上でも数の上でもかなりの余裕をもつ

ことができると思 うのである。その上で減少

してこれだけしかないと思うよりも、これだ

けいる、これに期待 していこうという発想に

変えたら如何だろうか。

(全国農地保有合理化協会会長)
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