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地域農業の現局面 と集落営農の新動向
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1.課 題

1990年センサスは、日本農業が構造変動と

荒廃化という二つの大 きな潮流のなかにある

ことをとらえた。一つは構造変動の可能性を

示す借地面積が、85年 のそれより約10万ha

増の41万haに なったことであり、 もう一つ

は過去5年 間に耕作放棄地 ・不作付地も著増

し、両者あわせ ると約38万haに 達 したこと

である。この二つの潮流の うち、いずれが主

要な側面だろうか。この点についてのわれわ

れの見解を述べるまえに、農林水産省が1991

年3月 に実施 した 「農業構造の展望に関する

アンケ― ト調査」の結果に目を移そう。

同調査によると、土地利用型農業の担い手

の10年 後の見通 しは、「担い手がなくな り、

農地の荒廃 ・農業の縮小が進む」とする回答

が、平坦部の市町村で9%、 山間部の市町村

では53%に のぼっている。担い手不在による

農地の荒廃 ・農業の縮小が一定の地域差を伴

いなが ら進もうとしていることがわかる。

いうまでもないことだが、高度経済成長以

来、日本の農村社会と地域農業は激変した。

山村での人口流出は、いわゆる過疎問題をひ

きおこし、住民の高齢化は、やがて地域の農

業 と社会の消滅す らも展望され、それは同時

に、国土保全にも重大な問題を投げかけてい

る。また、平地農村においては混住化社会が

出現 し、土地利用の混乱、地価の高騰など、

土地利用型農業の正常な発展を制約する条件

が生みだされ、そのなかで水や緑などの地域

資源の磨耗 も進んでいる。上記の農林水産省

の調査結果には、そういった農村社会と地域

農業の激変が反映されている、とみるべきで

あろう。牛肉 ・オ レンジの自由化に続いて、

米の自由化の高波 も押 し寄せようとしている

情勢を併せ考えると、農村社会と地域農業の

激変はさらに加速化されるであろう、 といわ

なければならない。

これらの点からみて、現局面の地域農業の

特徴は、農業の荒廃 ・縮小の動きが構造迄変

化の動 きを圧倒 しようとしている点にある、

とわれわれは考える。 日本農業はもちろん、
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それを構成する地域農業 も危機に直面 してい

る現実を鋭 く認識することが、いまや不可欠

になってきているのである。

日本農業の危機的状況は、後論で取り上げ

る農業労働力の減少 ・高齢化 と地域農業の担

い手不足問題に具体的にあらわれているのだ

が、この点については、平成3年 度の農業白

書 も 「今後、農業労働力の高齢化により自ら

農地を維持 ・管理で きない農家が増加すると

み られ る」(195頁)と 書かなければな らな

かったほど深刻である。そして同白書は、さ

らに続いてきび しい現実に対応する方向とし

ては、「点」としての個別経営や生産組織づ

くりだけにとどまらず、「集落 レベルを越え

た地域全体としての取り組みにより、いわば

『面』としての農業を維持 ・発展 させていく

ことが、農村地域社会の維持の観点を含め、

ますます重要になってきている」(195頁)と

述べている。「面」として農業を維持 ・発展

させるという考え方、いいかえると、地域 と

しての枠組みのなかで農業発展の道筋を考え

ることが重要である、という意味であろう。

このような考え方の重要性については、わ

れわれ自身もはやくから強調 してきたことで

あった。1979年 に提起した地域複合農業1)あ

るいは地域営農集団2)等 の概念は、実はそう

いった認識にもとついたものであった し、ま

た、70年代前半に開始された秋田県の集落農

場化事業系3)か らも同様の考え方を読みとる

ことができよう。この事業も、家族経営発展

の条件を集落等をベースとした共同的な取組

みによってつ くりだそうとする考え方であ り、

実践だったか らである。

1970年代において も、農産物輸入増大 と食

糧自給率低下、国内農業生産の後退等々が進

行 し、日本農業の危機は深化 しつつあった。

しかし、80年代後半の 日米間の国際的な 「経

済構造調整」下におかれた今日の日本農業は、

一段 と危機的様相をつよめている。 したが っ

て 「面」として農業を維持 ・発展させる考え

方も、そういった今日的な局面を念頭にお き

ながら、さらに深めてみなければならない。

今日の段階における日本農業、 したが って

地域農業の危機的様相は、とくに担い手問題

の深刻化およびそのこととも結びついた家族

経営の危機 となってあ らわれていること、そ

して農地の荒廃、耕境後退によって、面とし

ての地域農業の維持がむつか しくなっている

ことであることは、すでに述べた。この点か

らいえば、「面」として農業を維持 ・発展 さ

せる考え方のポイントは、70年代においては

個々の家族経営の発展条件の創出にあったが、

90年代のそれは 「面」としての地域農業の維

持 ・発展にある、 とみるべきであろう。 もっ

とも本稿は、地域農業をめぐる諸問題を直接

的な検討対象とは しない。 ここでの狙いは近

年全国的なひろが りをみせている集落営農活

動の実態動向を具体的実例(主 として広島県

庄原市 と愛知県安城市)に もとついて分析し、

その現局面的な意義を明らかにすることにあ
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るが、そこで問題は二つある。第一は、集落

営農と農地流動化とのかかわ りをどのように

理解するかを吟味 したうえで、農地流動化の

もう一つの道を提示することである。第二は、

集落営農活動のなかに生活結合の論理が含ま

れていることに注目し、この新動向がいかな

る今 日的な意義をもっているかについて、社

会 システム論的な視点か ら明らかにすること

である。いずれの問題の分析にあたっても、

地域農業をめぐる今 日的な危機状況が念頭に

おかれていることはいうまでもない。

なお、以下で生活結合の論理というとき、

それには新 しい くらしの秩序形成という意味

が含意されている。

1)沢 辺恵外 雄:木 下 幸彦編『 地 域複 合農業 の展 開 と

構造』農林統計協会1979

2)永 田恵 十郎 「地域農 業の再構成 と稲作経営 」、上完

二編r現 代稲作 と地域農 業』農林統 計協 会1979,621

頁以下。

3)松 木洋一 「集落農 場制の経 営様式 と労働 主体 の動

向」井上編上揚言251頁 以下。

2.な ぜ、いま集落営農か。

1)伝 統的な経営補完機能の空洞化

われわれは、さきに地域 としての枠組みの

なかで農業を考えなければならないことの重

要性を指摘 した。なぜだろうか。 ここでは、

二つの側面からその ことを考えてみよう。

第一の側面は、やや一般論になるが、わが

国の農業がもつ生産力構造の特質についてで

ある。

もともと、零細分散錯圃制をとるわが国の

農業は、農場制をとる諸外国(た とえば、ア

メ リカ)の 農業などと異 り、個 々の経営の範

囲だけでは農業生産活動の成りたちにくいと

いう特質をもっている。土地 ・用水等の地域

資源を農業生産活動の具体的な場で もある地

域社会のなかでの集団的管理を媒介として、

地域資源が経営資源として内部化されたとき、

初めて個々の経営の生産活動が成 りたつ とい

う生産力構造の特質を、わが国の農業は伝統

的にそなえているという意味である。

したがって、そういった特質をぬ きに して

は、土地利用型農業の再構築を含む農業生産

活動の正常な発展と定着の方向は展望 しにく

いのである。日本の農村地域社会が伝統的に

もってきた個別経営の補完機能が正常に存続

し、維持されることによってこそ、土地利用

型農業の再構築を含む地域農業の 「面的」な

確立 も展望できる、 といってよいだろう。

しかしなが ら、戦後の社会経済構造の変動

をうけて、農村社会が もっていた伝統的機能

は、著 しい空洞化傾向をみせている。加えて、

そういった事態に対応 しうる新 しい農村社会

のシステムの理念 も、まだひろ くは生まれて

きていない。機能障害を起こしている伝統的

なシステムにかわる新 しい社会 システムを創

出することが、危機に瀕 している地域農業を

「面」 と して正常化 してい く重要な前提 に

なってきているにもかかわらず、この問題が

もっ重要性についての議論は、いまのところ、
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意外に少いように思われ、それは地域農業の

危機問題を検討するときの盲点の一つになっ

ているのである。

2)耕 境後退と土地利用の新秩序形成

第二の側面は、地域農業の維持あるいは正

常な発展を保障する条件にかかわることであ

るが、ここでは①農業労働の減少 ・高齢化と

地域農業の担い手問題に起因する農地の荒廃、

耕境後退等への対応にかかわる問題、②地域

農業のなかにおける新 しい土地利用秩序の形

成にかかわる問題の二つにわけて考えること

にしよう。以下、①②の順に検討することに

したい。

まず、①にっいて。図-1に 示 した基幹的

農業従事者の年齢構成の推移からわかるよう

に、「昭和一けた世代を ピークとする年齢構

成のパター ンが、年 々の加齢に伴 って次第に

高齢者にシフ トしてきており、今後、これ ら

の世代の農業からの リタイアが進むにつれて、

基幹的農業従事者がおおきく減少することが

予測」(平成3年 度 「農業白書」161頁)さ れ

ている。農業労働力再生産の深刻な危機であ

る。ちなみに、90年 センサス結果のコーホー

ト分析(1)によると、90年 の基幹的農業従事者

313万人は、95年 には15%減 の266万 人、15年

後の2005年 には44.3%減 の174万 人、30年 後

の2020年 には70%減 の94万 人に減少するとい

う見通しもある。

集落レベルでの担い手の確保状況をみても、

担い手減少で農業が維持できない、一部確保

して も、担い手減少で農業が維持できない、

一部確保 しているが不十分とする集落は36%

に達 し、なかで も関東以西の地域はそうじて

高い割合になっている(2)。

さらに市町村 レベルでの農地の借 り手 ・引

き受 け手の確保状況 とこれか らの見通 しを

図-1基 幹的農業従事者の年齢構成の推移
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表-15年 位先の農地の借 り手 ・引き受け手の確保の見込み(市 町村数割合)

表-1で みると、現在既にいないとする市町

村が20%、 現在はいるが5年 後にはいな くな

るとする市町村が21%で 、合計で41%に 達 し

ており、ここで もそうじて西日本の諸地域が

高いという地域性がみられる。原資料は1990

年7月 に実施 した調査結果であるから、現時

点での事態は、さらに深刻化 しているものと

考えられる。

ところで、農業労働力の高齢化の進行は、

いかなる結果をひきおこすのか。図-2は 、

そのことを知るために掲げた。この図は石川

県が1983年 に行った 「水稲生産力構造実態調

査」の結果か ら作成 したもので、同調査がと

らえた全作業出役者(83年 産米の水稲作業に

一度で も出役 したことのある男性)を 分母 と

して、各作業毎の出役者(男)数 で除 したも

のを、年齢階層別に示 してある。この図をみ

て気がつ くことの第一は、田植 ・刈取:耕 起

等の機械作業への従事割合が高齢者になるほ

ど急激な低下をみせていることであり、第二

は水管理作業については、そういった傾向は

み られず、たとえば機械作業では急激な低下

をみせ始める65～69才 層で も80%の 出役率を

みせていることである3)。

ということは、おおむね65才 以上になると、

機械作業の限界年齢に達することを意味して

いる。前掲図-1に 依拠 したいい方をすると、

95年センサスではこの限界年齢に達 した年齢

層の ピークが最 も高 くなることが予測できよ

う。次回センサスの時点になると、 もはや機
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図-2水 稲作業従事者に占める各作業別出没従事割合(一 男-)

械作業に従事できない労働力が多数派を占め

るようになるわけで、農地管理の粗放化、荒

廃化のさらなる進行を予測せざるをえないの

である。

このことは、図-3で も端的に示されてい

る。農業労働力の減少を高齢化 と耕作放棄地

の増大 とは、かなり密接なかかわりをもって

おり、とくにそれは山間農業地帯で著 しいこ

とが読み とれ るか らであ る。 「人」と 「土

地」の両面における空洞化(4)の進行が、現段

階における地域農業危機の具体的内容である、

ということができよう。

ところで、「人」と 「土地」の空洞化の進

行に伴い、集落ぐるみの組織化によって、集

落の農業を維持 ・再編 していこうとする動 き

がでてきている。機械作業の限界年齢を迎え

つつある農業労働力の増加により、個別では

維持で きな くなった農業を、「地域に残 され

た労働力の組織化(5)」で機械作業を外部委託

しながら守 っていこうとする動きであり、そ

れによる地域農業の 「面」的維持 ・防衛策で

もある。そして、 これ らの組織化の動きは、

担 い手問題が深刻化 した西日本諸地域で目

立ってお り、またそれに向けての取組みが、

これ らの諸地域の今後の課題 ともなつている。

なお、その実態動向については、後論で述べ

る。

つぎに、②に移ろう。周知のように水田利

用再対策による転作の拡大が引金となって、

集落という一定の地域的ひろがりのなかでの
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図-3日 本農業 における 「人」 と 「土地」の空洞 化

新 しい土地利用秩序(転 作の集団化やブロッ

クローテション等)の 形成が求められるよう

になった。が、この新 しい土地利用秩序を形

成するためには、一定の地域内の全耕作農家

の合意形成が不可欠である。零細分散錯国制

の もとで、零細規模の農家が相互に入り組み

なが ら耕作 している現在の土地利用構造の も

とでは、とりわけそうであるといわなければ

ならない。

もっとも、70年 代以降になると借地型を中

心とする稲作大規模経営が全国各地で成立す

るようになってきている。 しかしその場合で

も、「いままでの耕地集団に隣接す る土地を、

自己の経営地としてあ らたに追加する形での

規模拡大はなかなか困難」で、零細分散錯圃

制のもとでは、かえつて 「耕地分散がひどく

なるという可能性がつねにつきまとう」こと

になり、 「計画的土地利用、集団的土地利用

はどうして も制限されざるをえない」(6)。大

規模経営といえども、転作の集団化やブロッ

クローテーション等の計画的、集団的土地利

用、つまり新 しい土地利用秩序を形成 してい

く条件はもちあわせていないのである。また

仮に、そのような条件を もっていたとして も、

個別優先の展開は集落全体の土地利用秩序の

形成を阻害 しかねないことになる。

90年センサスによると、集団転作に取 り組

む集落が、北海道、東北、北陸等ではかなり

の割合にのぼっている(集 団転作に取り組ん

だ集落割合は、北海道37.6%、 都府県17.7%、
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表-2集 団的土地利用の実施状況

東北29.7%、 北陸33.4%、 これに比べ西日本

諸地域は近畿の20.8%を 別とすれば、いずれ

の地域 とも20%以 下である。(な お、表-2

も参照)。

東日本を中心としてみ られるこれらの動 き

は、集落ぐるみの取組みによる新 しい土地利

用秩序形成に向けての新 しい出発点であり、

地域農業の正常な発展を追求する組織化の今

日的な特徴の一つということができる。 「分

散耕地制克服を農業経営者が 自らの問題とし

て本格的に追求 しなければならない段階に日

本農業 もきた」(7)ことを教えて くれる具体的

事実としてよいだろう。但 し、転作の緩和に

伴って成立 していた集団的土地利用解体の動

きがあることにも注目しておきたい。

3・ 危機への集団的、組織的対応

ここで、いままで述べてきたことを小括 し

ておこう。

わが国農業の生産力構造の特質が、地域的

な補完機能をぬきにしては、個々の経営の正

常な生産活動は保障されないという点にある

ことはすでに述べた。そして危機的状況にあ

る日本農業が、労働力の確保、機械化対応、

転作対応等の困難な問題 につ いて、集落を

ベースとした地域 ぐるみの集団的、組織対応

を開始 していることも確認 した。
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もっとも、これらの動 きはそれぞれの地域

の農業がかかえる困難な問題のあり様を反映

して多様な形態を示 しており、けっして一定

のパターンがあるわけではない。たとえば東

日本では新 しい土地利用秩序の形成にポイン

トをおいた集団的、組織的対応が多 く、西日

本のそれは、労働力の地域的な確保や機械化

対応にポイントをお く動きが多い。が、 これ

らの動きの間にはある共通性があるように思

われる。まず第一は、個々の農家の努力だけ

では解決 しがたい問題への集団的 ・組織的対

応であり、第二は、その対応は兼業農家を含

む集落ぐるみの組織づ くりになっている、と

いう共通性である。地域(集 落)と いう枠組

みのなかで、「面」として農業を維持 してい

こうとする生産者たちの新 しい動きがうみだ

した特徴 といえよう。
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3.集 落営農の新動向

(1)集 落営農とは何か。

このところ集落営農という用語をよく耳に

する。もっとも、この用語が現実に使われて

いる意味は、かなり多様である。が、ここで

は、そのことには深 くは立入 らず、「集落を

区域 とする集団的 ・組織的営農活動」(1)、あ

るいは、「一般的にいって集落をベースに し

た営農活動を総称 したもの」(2)として集落営

農を理解 しておきたい。

集落営農は、地方 自治体や系統農協などの

地域農業の振興策 として推進される場合が多

いのだが、その狙いは①集落全戸のだれ もが

損をしない、② コス トダウンができる、③農

地の有効利用が図れる、④担い手育成ができ

る等にあるとされている(3)。いずれ も、地域

を 「面」としてとらえる考え方と結びついた

狙いといえよう。が、これらに付け加えるべ

きことが もう一つある。それは、空洞化 しつ

っある集落社会のコミュニケーションの強化

を含む地域の活性化という狙いを集落営農は

もっていることである。つまり、集落営農の

活動領域とその効果は、①～④等の生産面だ

けに止 らず、む しろその範囲外の社会的、生

活的面にまでも及んでいるのではないか、 と

いうことである。

なぜそうなのか。い くぶん、結論を先取 り

したいい方になるが、集落営農活動のなかに

は伝統的農村社会システムとは異なる新 しい

性格をもったシステムを創出 しようとする芽

85



が含まれているのではないか。とわれわれは

考える。以下で、その理由を検討 しよう。

(2)集 落営農の社会 システム論

一般に資本主義的経済原理が貫徹する近代

社会では、市場経済の発達に対応 して生産 と

生活が未分離だった状況と結びついて成立 し

ていた共的領域が縮小 ・解体 し、それに伴 っ

て公的領域 と私的領域とが明確に分化 してい

く傾向がある、といわれてきた。 これに対 し

て、玉城哲は日本の社会 システムの原理的な

分析方法としては、そういった西 ヨ―ロッパ

近代社会の理念型である公 ・私セクター論で

はなく、公 ・共 ・私セクター論が有効である、

と指摘(4)している。この後者のセクター論の

構図は、図-4の 通 りであって、公の部分 と

私の部分が重な りあうことによって、そこに

公でもない、私で もない領域の共ができるこ

とになる。そ して、この共セクタ―は、公 と

私のセクターを結びつけ、両者の相互浸透的

な関係をつ くりだすという非常に貴重な役割

を、いままでの日本農村社会のなかで果たし

てきた、と玉城はいうのである。

図 一4か つての農村社会 システムの概

念図

この点は、近世以来のわが国の農村におい

て、領主あるいは国家(公 セクター)の 領域

と農民の生産 ・生活(私 セクター)の 領域と

同時に、集落(共 セクター)の 領域が存在 し、

この共(集 落)が 公 と私の機能を補完するこ

とによって、社会全体の 「円滑」な運営を可

能に してきたという歴史的事実、そ してまた、

さきに指摘 したように共(集 落)が もつ補完

機能によって個別的生産活動(私 の活動)も

成立 しえたというわが国農業の生産力構造の

特質を想起すれば、容易に理解することがで

きよう。

ところが、近代社会 とくに戦後社会の展開

は、公のセクターだけが肥大化 し、共のセク

タ―が縮小 していく過程であった。 とくに80

年代後半に入 ると、中曾根首相の私的諮問機

関である 「国際協調のための経済構造調整委

員会」のいわ ゆ る 「前川 レポー ト」(1986

年)が 登場す るようになって以降、農業政策

における市場メカニズムの導入が積極的に進

められ、国内農業は停滞か ら縮小再生産に追

いこまれるようになった。そして、この過程

における農村社会構造の激 しい変動をうけ、

共の領域の縮小は一段 と進み、過疎山村では

その解体す らみ られるようになった。

加えて、この過程は民治という名による公

のセクターの異常な突出、肥大化の過程で も

あり、 しかもそれは、縮小する共のセクター

の活性化、いいかえると、地域づくりに対す

る住民の努力が撹乱され、結実 しにくくなっ

た過程でもあった。 こうして、公のセクター
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と私のセクターは直接的に接触する方向に動

き、前者が後者を圧倒するようになったので

ある(図-5)。

図-5現 在の農村社会システムの概念

図

(3)地 域農業集団の活動分析

このところ、集落営農の組織化が各地で目

立つようになった社会的背景は、およそ以上

の点にあると考えられる。すなわち、農業生

産面のみならず、住民の日常生活のうえで も

重要な役割をもっていた共のセクターの機能

を集落を範囲 とす る集団的 ・組織的活動に

よって活性化 していくという狙いも集落営農

はもっているのではないか、ということであ

る。さきに、生産面だけに限定せず、社会的、

生活的な側面までも含めて集落営農活動を捉

えるべきである、といったゆえんである。

したがって、集落営農活動がもつべ き論理

としては、単なる市場メカニズムの論理を超

えたもの、つまり、すべてを商品化する市場

の論理を超えて、自然と人間を包摂 したより

根源的なものが求められることになる。次に

掲げる表-3か ら、そのことをいま少 し具体

的に考えてみたい。

この表は、広島県で組織されている地域農

業集団の活動内容を示 したものである。もっ

とも、地域農業集団と集落営農 とは必ず しも

同義ではないかもしれない。が、この県の実

態か ら判断すると、ここでいう地域農業集団

の実態は、さきに指摘 しておいた集落営農の

定義に合致 している、 と考えて差 し支えない。

もっとも、表に注記 したように、1984年 と85、

86年は調査方法が異なっているので、さしあ

たりここでは、まず86年 に焦点を絞 ってこの

表を見ると、興味ある事実が指摘できる。

まず、表側に示 した①②を 「能率原則」

「経済均衡」にかかわる活動内容とし、③④

⑤を地域資源の最大限有効活用、 「自然均

衡」にかかわる活動内容というように大きく

分類 したうえで、それぞれのカテゴリーに属

する活動が全活動数に占める割合をみると、

①②は40.2%、 ③④⑤は59.8%に なる。

もともと、地域農業集団は中核農家への農

地集積を促すという構造政策の目的に沿って

組織 されたものである。その意味では 「能率

原則」、「経済均衡」の追求活動(① ②)を 促

す点に組織化の狙いがあったと考えてよい。

が、広島県の実態からみる限りでは、①②の

活動は40%に 止り、逆に規模の利益の追求-

能率原則とは論理を異にする地域資源の最大

限活用一 「自然の均衡」にかかわる活動が60

%を 占めているのである。地域農業集団の構

成員たちは、個別経営の枠内だけの活動では

達成できにくい 「自然の均衡」にかかわる活

動を、地域農業集団(集 落営農)へ の参加を
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表-3地 域農業集団の活動内容(広 島県)

通 じて展開 しているのである。

この点を第一の特徴点とすれば、第二のそ

れは84年の欄から指摘できる。この年の活動

で注意をひくのは、「人間」の再生産 にかか

わる生活面活動が、全体の32%を 占め、他の

二つのカテゴリーの諸活動を上回っているこ

とであろう。この事実から考える限りでは、

集団活動は経済的次元の問題だけでな く、社

会とのつながり ・地域社会における人間的連

帯を求めなが ら、自らの発展 も追求するとい

う生活面次元の問題にも対処しようとしてい

るのである。

以上の二つの特徴は、単なる市場経済原理

を超えたもの、すなわち、自然と人間を包摂

したより根源的な論理の枠組みにそ くして、

集団活動が展開していることを意味 している

ように思われる。現段階における集落をベー

スとした営農集団活動に含意されている重要
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図 一6「 代 みて 」実施率 図 一7「 収穫祭 」実施 率

な論理 として注目しておかなければならない。

4)集 落営農活動にみる生活結合の論理

ところで、集団活動の成熟度が高いと考え

られる集団ほど、生活面活動も活発化 してい

る事実がある。図-6～7は,広 島県庄原市

の'89の 集落営農集団(そ の詳細については、

後論を参照)を 、A(水 稲 ・転作双方個別

型)、B(水 稲個別 ・転作集団型)、C(水 稲

集団 ・転作個別)、D(水 稲 ・転作双方集団

型)の 四類型にわけ、"し ろみて"と 収穫祭

の実施状況をアンケ― ト調査結果にもとつい

て比較 したものである。

この図によると、集団活動の成熟度が高く

なるほど、つまり、A→Dに なるほど"し ろ

みて"や 収穫祭の実施率が高 くなつているこ

とがわかる5)。 田植の終了を祝 う"し ろみ

て"は 、収穫祭 とともに共のセ クター(集

落)の 伝統的行事であるが、このセクターの

領域の縮少、機能の後退に伴 って、次第に消

滅の方向にあることは周知の通りである。が、

これらの伝統行事は集落構成員相互のコミュ

ニケーション、つ まり人間的連帯をつよめる

うえで重要な意義をもっ いたと考えられる。

庄原市の集団は、そのような意義をもつ伝統

的行事を集団活動の一環 として復活させ、そ

のことを通 じて集団運営の求心力をつ くりだ

しているのである。集団活動の成熟度が高い

集団ほど、その実施率が高 くなっている事実

は、その証左としてよいだろう。

以上の事実が示唆 しているように、庄原市

の営農集団は、生産面での合理性追求 とは

異った論理に依拠 した活動を展開 しているよ

うに思われる。そのことは、ある集団組合長

がわれわれに語って くれた 「コス トすること

より、カルチャーすることが私たちの集団活

動の狙いだ」6)という言葉のなかに集約され

ている。われわれは、この言葉には市場メカ

ニズムの論理に依拠 した経済効率一本槍の論
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理ではな く、地域に住む人々の豊かな生活づ

くりにつながる協力 ・協調の論理を大切にす

べきであるという考え方が含意されていると

理解する。集団活動は経済の論理よりも、生

活の論理にポンイ トをおいて進めている、と

いう考え方である。そ して、 この ことは、広

島県のなかで最も先進的な集団の一つとして

目されている庄原市の一木営農集団が、「う

るおいとやすらぎのある一木の郷づ くり」を

柱として活動を展開 してきている事実か らも

いうことができよう。

ところで、そういった事実がもつ社会シス

テム論的意義を、過疎山村に属する広島県比

婆郡西條町の 「グリー トピア大佐村」を例に

とりなが ら、さらに突っ込んで考えてみるこ

とに したい。

「グリー トピア大佐村」は、1988年 に組織

されており、それまでの伝統的な集落組織を

図-8の ように再編 し、ユニークな集団活動

を展開 している。すなわち、この集落では、

まず、「集い ・会話 ・和 ・協同 ・互助」の5

輪作戦の展開で、地域の生活と生産の向上を

はかり、因習にとらわれない明るく豊かな村

づ くりを推進するという 「条例」を定め、図

示 したような集落組織を改めてっ くりだし、

地域農業集団(水 田36ha、 農家戸数62戸 、

うち入作6戸)の 指定 もうけている。

「グリー トピア大佐村」は、農業生産活動

一点ばりの営農集団ではない。①老人会、婦

人会などの生活面活動と地域特産物(ネ ギ)

の生産、和牛の共同畜舎建設、圃場整備等の

生産活動 とが結びついていること、②創出さ

れた美 しい農村空間をよりどころにして、都

市住民 との交流の積重ねに創意工夫をこらし

ていること等の生産、生活両面にわたる活動

が展開されているか らである。要するに、こ

こでの活動の進め方のポイントは、集落を一

つの農場 と考え、構成員の能力をいか した農

業の実現をはかるだけでな く、住民の生活を

豊かにす ることにもおかれているのである。

村長と呼ばれる集団長の言によると、図示 し

たように集落組織を再編 した狙いは、すべて

の年齢階層の住民のエネルギーを結集 しやす

いような新 システムを伝統的な集落社会のな

かにつ くりだし、因習にとらわれない新 しい

コミュニティ活動を強化することにあった と

いわれる。

このように、「グ リー ン トピア大佐村」は

競争原理、効率性追求の論理 とは異なる論理

に立脚 した多面的な活動を展開 しているので

あって、そのなかで、高年齢層、婦人層の経

験と創意をいかす仕組みも大いに準備されて

いるのである。

以上でみた 「グ リーン トピア大佐村」の活

動のなかから、さきに紹介 しておいた 「コス

トするよりカルチャーする」という言葉に含

意されるものが、改めて確認できるように思

われる。経済効率一本槍の論理ではな く、地

域に住む人々の豊かな生活づくりにつながる

協力 ・協調の論理(=生 活結合の論理)が そ
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図-8 グリ―ントピア大佐村の組織

こに流れている、 という意味であ る。

磯辺俊彦は、集団的生産組織の展開機軸に

つ いて、 「総 じて いえ ば、1960年 には労 働力

結合が、そして1970年 代には機械結合が基軸

とな っていたが、1980年 代 には改 めて土地結

合が生産組織のポイン トになろうとしてい

る」7)とい った。 さ しあた り、集 落営農 と集

団的生産組織を同義と理解 して、いままで述

べて きた ことを振 り返 ってみ ると、90年 代の

集落営農(生 産組織)の 展開基軸は生活結合

に あ る8)、 と い う こ と が で き る 。 そ して 、 労

働力結合→機械結合→土地結合、さらには生

活結合 という展開基軸の推転には、農村社会

システムの展開を考えるうえでの重要な示唆

がふ くまれているように思われるのである。

(5)生活結合の今日的意義

すでにみたように、戦後農村社会の変貌、

とりわけ 「経済構造調整」下のそれは、伝統
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的な共のセクターの領域、機能を圧縮、萎縮

させ、公のセクターの異常な突出を結果 した。

伝統的な地域農業の機能障害は、 こうしてひ

きおこされて きたのだが、その過程は同時に、

公のセクタ―の突出によって、私のセクター

が大きく翻弄 されるようになって くる過程で

もあった 。別のいい方をすれば、私のセク

ターにおける個々の農家の正常な生産活動の

撹乱 とそれによる農地の荒廃、耕境後退を も

たらしただけではな く、農家の生活の質の貧

困化 も進んだのである。「経済構成調整」期

になると、個々の農家(私)は 、 もっぱら市

場経済原理が貫徹する公のセクターと直接的

に接触するようにな ったため(図-5を 参

照)、 弱肉強食の競争社会の激浪に、 とりわ

け翻弄されるようになったわけである。

生活結合の展開機軸は、私のセクターを構

成す る人々による主体的な防衛策として登場

して きたように思われる。人々はひとしく共

有するニーズである生活面の活動で再結集 し、

相互の協力、協調 による創意工夫(=協 創

に)依 拠 しなが ら、縮少 ・萎縮 して しまった

共のセクターの領域を活性化 しながら、新 し

いくらしの秩序形成 に向わなければな らな

か つたので はないか、 とい う意味である。

もっとも、共のセクターの活性化をはかるに

は、生産面活動の再編成によって も可能かも

しれない。が、かっての時代とは異り階層分

解や経営形態の分化によって、個々の農家の

生産上のニーズの一致点をみつけだすことは

むつか しい。協力 ・協調にもとつ く新 しい活

動の展開は、一致 しやすい生活上のニーズに

依拠する必要があったのである。

ところで、縮少 し萎縮 した共のセクターの

活性化は、伝統的な農村共同社会 システムの

単なる復活を意味するものではない。集落営

農集団の活動においては、集団的な合意形成、

婦人たちの創造的活動の活発化、高齢者の参

加、都市住民の交流等々、伝統的、閉鎖的な

農村社会の旧秩序 とは異る新 しい諸側面が展

開しつつあり、開かれた農村社会とでもいう

べき動きが読みとれるか らである。伝統的な

農村社会 システムの問い直 しがそこにはふ く

まれているように思われるのである。旧くか

らの集落名称を 「グリーン トピア大佐村」と

かえただけでなく、まえに掲げた図-8の よ

うな集落組織の創出、再編を進めた事例は、

その証左としてよいだろう。

以上で述べた新側面を確認 してお くために

も、生活結合を基軸とする集落営農の新動向

を、私は共セクターの領域 ・機能の単なる回

復ではなく、協セクターの創出、展開と呼び、

共と協との区別を明確にしてお きたい。そ し

て、 この開かれた協セクターは日本農業の新

しいテーマである環境保全や景観保全問題を

展望するうえでの新 しい方向を創出しうる可

能性をうみだす力量 ももちあわせているので

はないか、と考えるのである。

1)大 原興 太郎 「集落営 農 と組 織再編」 農林業 問題 研
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究 第107号 、1992、26頁 。

2)和 田照男 「集 落営農 と農地 流動化」 土地 と農業、

第18号 。

3)佐 藤 了 「集 落営農 の構造 と方向」東 北農村計 画研

究第8号 、1992、2頁 。

4)玉 城 哲『 日本 の社 会 システム』農 山漁村文化 協会、

1982、107～113頁 。

5)安 藤益夫 「水田農業の地域分析 」(広 島県庄原比婆

地域 を対象 として)水 田農業 の総合的 再編 の方向 と

諸形態、文部省科学研 究費報告書(研 究代表 永 田恵

十郎)、1991年 、18～19頁 。

6)永 田恵十 郎『 農 業を地域 のな かで考 える』農林統

計協会、1992、83頁

7)磯 辺俊 彦『 日本 農業の 土地問題 』東京大 学出版会、

1985、561頁

8)永 田恵十郎『 地 域資源 の国民 的利用』農 山漁村 文

化協会、1988、338頁 。

4.集 落営農の実態動向分析

本節では、各地で展開 している集落営農の

なかから、広島県庄原市、愛知県安城市等の

農協を中心 とした集落営農活動をとりあげ、

いままでの各節で展開 してきた論理を実態に

そくして、検証、確認することに したい。

1)広 島県庄原市の集落営農の展開と営農集

団協議会

広島県の北部に位置する庄原市は、中国中

山間地域に属する他の町村と同様に、はやく

から大量の若年労働力が流出した。現在もそ

の傾向は続いており、その過程で地域農業 も

著 しく変貌 した。90年 センサスによると、専

従者なしの農家率86%(85年 は75.4%)、60

才未満の農業就業人口率31%、 総農家世帯員

に占める65才以上の割合は24%に も達 してい

る。また、水稲を除 くほとんどの作物の収穫

面積の減少 も続き、水稲単作化傾向をつよめ

てきていた。

こうした農業後退現象への庄原市農政の対

応は早かった。すなわち、1974年 には 「全市

土地基盤整備構想」を打ち出し、農協 ・普及

所 との連携の もとで圃場整備 と集落営農を

セ ットした地域農業の振興を推進 してきてい

る。庄原市の地域農業は崩壊の危機に直面 し

ているので、基盤整備と同時に市全体で80～

100の 集落 ぐるみの営農集団を組織 して、そ

れを地域農業の担い手として位置づけ、地域

社会の活性化をはかろうとする点に、この構

想の狙いがあったのである。

ふ り返ってみると、1975年 前後 という時期

の担い手論の主流は、個別前進型の大型借地

農形成の方向だった。営農集団を担い手の具

体像 とする考え方は、ようや く登場 し始めて

はいたが、けっして支配的なものではなかっ

た。そのような状況にあった時期に、庄原市

が上記のような自治体農政を打出 した理由は、

つぎの諸点にある。

第1に 、個別前進型の大型経営、中核農家

育成の路線は、多数派を占める兼業農家が農

業生産から切り離されて しまい、その定住条

件が弱められるだけでなく、地域社会の空洞

化を促進することにもなるので、人口減少に

悩んでいた庄原市としては、過疎化に拍車を

かける可能性をもつような構造政策路線を推

進することはできなかったのである。ちなみ

に、1955年 には、33,249人 だった同市の人口
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は、75年 には23,867人 に減少 している(な お、

93年5月31日 現在の人口は22,540人)。

第2に 、それゆえに、庄原市としては過疎

化に歯止めをかけ、地域社会の活力を維持 し

ていく自治体農政が必要になったのだが、実

はそれが兼業農家を含めた集落営農集団を育

成 し、地域農業の組織化や複合化を推進する

という 「総合計画」の方向だ ったのである。

第3に 、同時にまた、中核農家育成を目指

す国の構造政策の定着が展望 しに くい構造を

庄原市農業が もっていたことも指摘 しておき

たい。庄原市では安定 した地域労働市場は展

開 しておらず、 したがって兼業農家が農地の

提供者として登場 して くることは期待 しにく

い。庄原市の地域農業は農地流動化が進みに

くい構造を もっているわけである。ちなみに

1993年6月 現在の利用権設定率は11.9%(88

年は5.2%)で あるが、この点については後

論で再度ふれることにしたい。

営農集団の組織化は、圃場整備事業との

セ ットで進められた(市 財政による受益負担

の肩がわりがあるので、事業費の農家負担率

は、事業種同のいかんにかかわらず一率12,5

%)。1992年 度 までの実施済面積は1,811.2

ha(整 備率73.4%)で 、圃場整備が完了 し

たところでは、集落を単位とした営農集団の

組織化が市と農協の指導で進められた。93年

6月 現在の集団数は53(全 て地域農業集団)、

うち農用地利用改善団体は18で ある。なお、

87年時点(集 団数35)で の集団加入農家数は

1,139戸 で、庄原市農家の41.6%、 集団がカ

バ―する水田面積の割合は44.1%で あった。

集団の組織化は、さきに指摘 した地域農業

の構造的特質を反映して、兼業農家 ぐるみの

集落営農方式がとられている。高度成長の影

響をうけて空洞化 した集落(地 域)の 存続を

はかるためには、兼業農家を農業か ら切り離

さない集落 ぐるみの組織化方式がどうしても

必要だったのである。

ところで、庄原市の農家の圧倒的部分は、

自家労働力だけで農業を処理する能力をそう

失 している。兼業化と高齢化のためである。

集落営農集団は、この構造的な弱点を補完 ・

補強するための地域 システムで もあった。集

団の機械所有 ・利用や農作業の実施方法、転

作対応の形態などは、それぞれごとに一定の

相異がある。が、かなりの集団に共通 してみ

られる特徴は、①機械の組織的な共同利用、

②農作業の共同化、③転作対応等である。こ

れらのうち、兼業化と高齢化による構造的弱

点を補完 ・補強する集落営農集団の活動を理

解するうえで、① と②はとくに重要な意味を

もっているのだが、そのことを図-9で みる

ことに しよう。

この図によると、個別の農家だけでは手が

とどきに くい作業のすべてを集落営農集団、

農協等の地域 システムが処理 し、個別的に処

理できる肥培管理作業等は構成員農家が個別

に担当していることがわかる。庄原市の農家

が もっ構造的弱点を補完 ・補強する集落営農
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図一9営 農集団の稲作農業の処理方式(庄原市)

集団の活動形態農協の支援体制といえよう。

なお、品種の選定、田植時期、施肥設計、病

害虫防除などについては、集団 ごとに栽培技

術協定が行われていることも指摘 しておきた

い。

表-4は 、庄原市の最先発集団である一木

集落の営農組合構成農家の米生産費を示 した

ものである。 この表が示す一木集落の農家

(集団構成員)の 米生産費は全国および広島

県平均に比べ格段に低 く、 したが って所得も

高い。高いレベルの集団的生産力がうみだし

た成果といえよう。そして この成果は、構成

員農家の所得の向上にも寄与 し、それだけ定

住条件をつよめているのである。

零細兼業農家をふくむ集落 ぐるみの営農集

団は、効率的 ・安定的な生産体制を作り上げ

ることに寄与 しているわけであって、突出し

た個別経営体の育成のみが、地域農業の活性

化と再編を促す唯一のコースでないことを、

表一一4は 具体的に教えて くれている。

もっとも、庄原市の集落営農集団の活動は、

高生産性農業によるコス ト節減のみを目指 し

てはいないことを忘れてはならない。すでに

指摘 しておいたように、庄原市の集落営農集

団活動のポイントは、「コス トするよりカル

チャ―する」という生活結合の論理におかれ

ているからである。生活結合の論理にポイン

トをおく集団活動が目指すものはなにか。集

落の再生 ・存続による豊かで住みやすい地域

社会(集 落)づ くりであり、そのことに向け

ての全構成員間のコミュニケーションの強化

と構成員の集団活動への主体的参加である。

ここで、構成員の集団活動への主体的参加の

一つとして婦人の集団運営へのかかわり方を

みると、図-10に 示すような興味深い事実が

指摘できる。

前掲図-6～7で もみたように、横軸に示

した類型はA→Dに なるほど集団活動の成熟

度が高くなる。そのことを念頭においてこの

図をみると、婦人が集団の重要方針をはじめ
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表-4米 生産費の比較(全 国 ・広島県 ・一木営農集団の構成員)

その他の活動にも積極的に参加 している程度

や集団の重要方針決定には参加 していないが、

その他の活動 には参加 している割合は、A<

B<C<Dの 順に高 くなっている。つまり、

婦人の参加割合が高いほど、集団活動の成熟

度 も高 くなっているのである。

中山間地域全体がそうであるように、庄原

市における兼業化 ・高齢化 ・過疎化は、生産

活動面だけに止 らず、地域生活上不可欠な社

会的諸機能にもマイナスの影響を大 きく与え

ている。 もともと、集落営農は生産活動面の

再編成を目的としたものだ ったかもしれない

が 「生産を担当すべき労働力自体の再生産す

なわち生命の再生産としての生活が撹乱 され

ている以上、営農集団は生活諸条件や定住条

件の創出をも射程に入れた活動」(1)が求めら

れていることになるのである。 しか も、そう

いった集団活動においては、婦人の役割が大

きくなることを図一10は具体的に示 している

といえよう。
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図一10類 型別にみた婦人の集団運営への参加状況

活動領域を生産面だけに限定しない営農集

団活動は、集落の人 々の結集力の強化にも寄

与 しているように思われる。成熟度の高い集

団ほど婦人の参加割合が高いという事実は、

そのことを示唆 している。 さきにみた一木営

農集団の高い生産性を うみだ した集団的生産

力の レベルは、単に物的な側面か らだけでな

く、実は地域社会(集 落)に おける人々の結

集力(集 団活動に対する人間の主体的参加の

求心力)の レベルの高さで もあった、と考え

るべきであろう。

ところで、70年 代前半にスター トした庄原

市における集落営農集団の組織化が軌道 に

乗 ってくるのは、後半になってからであった。

その成果を受けて、1979年3月 には庄原市営

農集団組合協議会が結成されており、その地

域農業システムのなかにおける位置は図-11

の通 りである。この協議会は、集団相互の情

報交換(土 地 ・機械利用の相互調整)、 研修

(リーダーの資質の向上)、親睦(集 団対抗の

ソフ トボール大会等)に よって、集団運営の

高位平準化をはかろうとするものであり、そ

の事務局機能は庄原市農協の営農指導事業部

門が担 っている。個別農家の生産 ・生活機能

を補強 ・補完するために組織された集落営農

集団の活動は、けっして集落内だけに完結 し

てお らず、ひろく地域社会に開かれている、

というべきであろう。

2)愛 知県安城市農協の 「集落農場構築推進

事業」2)

① 安城市農業の歩み

安城市農協は、 日本農業の先頭を走 って き

た先進農協である、と目されてきた。1957年

に全国に先がけて開始 した水稲集団栽培、66
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図-11地 域農業 システムにおけ協議会の位置づけ(庄 原市)

年の技術信託(機 械作業受委託)、70年 代後

半の農用地利用増進事業、水田利用再編対策

等への市、農協、普及所が一体とな った取組

みなど、つねに近代化路線の優等生の道を歩

いてきたか らである。

近年における安城市農協の注目すべき活動

は、1971年 より経営受委託事業に取 り組み、

借地型営農組合の形成が進んだ ことであろう。

これは自動車関連産業を中心 とする広汎な地

域労働市場の展開と結びついた農業労働力の

農外就業-兼 業の深化に着目した経営受委託

事業への取 り組みであり、かつそれによる借

地型営農組合の形成であって、安城の地域農

業は安定 した地域労働市場に乏 しい庄原とは

全 く異る構造を もっているのである。

農協の経営受委託事業は、農協を受託者と

し、それを営農組合に再委託するというもの

であったが、1989年 に農協は農地保有合理化

法人の資格を取得 した後は、この制度に依拠

して営農組合員に転貸 している。営農組合員

の資格は安城市の 「利用権取得者認定制度」

にもとついて認定 された者についてのみ与え

られる。 この認定をうけた者だけが借地によ

る規模拡大が許されているわけである。特定

98



の担い手を選別 して農地利用の集積をはか り、

規模拡大を容易にするためである。営農組合

員のタイプには①事実上個人経営の形態をと

るケースと②組合員同志で営農組合(協 業形

態)を 組織 しているケースの2つ がある。と

もに営農組合 と通称されているが、借地型営

農集団は②の タイプに属す る(表-5を 参

照)。

安城市における利用権設定の推移をみると、

農用地利用増進事業以来、所有と経営の分離

が農地流動化の主流 となっており、設定期間

も当初3年 が主流だ ったが、更新時を迎え始

めた80年以降は6年 契約が増加 し、また離農

給付金対象者および農業者年金経営移譲対象

者による10年契約 も近年増加が目立ち始めて

いる。89年7月 現在の安城市農協管内の利用

権設定面積は446ha、 設定率は13.7%で 、当

時の全国平均値4.4%に 比べ高水準である。

この利用権設定率の高水準は、第1に は前

述 した安定的な地域労働市場が形成 されてい

ること、第2に は、1960年 代以降に圃場整備

事業が急進展(整 備率96.7%)し たこと、さ

らに第3に は安城市農協が中心となって担い

手である営農組合員を育成 したこと等による

ものである。

② 「集落農場構築推進事業」の経過

以上でみたように、1980年 代までの安城市

農協の歩みは名実 ともに近代化路線の優等生

としてのそれであり、庄原農協の歩みとは全

く異るものであった。 ところが、1988年 、同

農協は 「集落農場構築推進事業」を営農指導

事業の 「運動」として提起し、現在それに向

けた取り組みを続けている。後述するように、

この事業には生活結合の論理 もふ くまれてい

るという意味で庄原農協の取組みと共通 して

いるのだが、わが国でも最先進的な安城市農

協が、なぜ過疎山村を管内にもつ庄原農協の

取組みと共通するような方向を打出 したのか。

おそ らく最先進的な農協といえども、過去の

成果に安住 し、将来へのチャレンジを怠れば、

いつでもジリ貧にな らざるをえないような地

域農業をめぐる情勢がつよまったか らだと考

え られる。

ジリ貧にならざるをえない情勢の中味につ

いては後にゆずり、まず将来へのチャレンジ

である 「集落農場構築推進事業」の中味につ

いて説明をしておこう。

最初にこの事業が提起されたのは、同農協

合併25周 年を機に策定された第6次 中期計画

だった。それは、 「集落を単位 として、土地

所有と利用の調整をはかり、全体を一つの農

場のように考えながら、足腰のつよい農業経

営をつくっていこう」という共通認識にたっ

ていたが、必ずしも明確なイメージがあった

わけではなかった。

翌89年 度には、 「運動」の組織体制がほぼ

確立 し、農業改良普及所の強力な指導 と市役

所農務課の支援の もとで、「集落農場」のイ

メージの具体化がはかられた。それは以下の

3点 に要約できる。
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表-5営 農組合の概要



第1は 、集落の土地利用区分の明確化(集

落土地利用計画)が 確認されたことである。

すなわち、集落の農地を専業的な農業が展開

する地区、兼業農家や婦人 ・高齢者の楽しみ

・生きがい農業が展開する地区、集落内の一

般住民のふれあい農業の展開する地区に3区

分 していくとす る考え方による計画である。

同時に、集団転作地をふ くめ、営農組合を中

心とした土地の高度利用の方向 も位置づけら

れた。

第2は 、「や りがいある農業」をめざす専

業農家、「楽 しみ ・生きがい農業」をめざす

兼業農家のそれぞれについて、将来の経営規

模 ・作付構成 ・経営数 ・所得者など農協全体

の目標が提示され、「運動」の到達点がより

明確になったことである。

第3は 、「運動」の課題の一つに 「地域の

生活 ・文化の向上」が位置づけられ、ふれあ

い農園やフリーマーケ ットの創設による一般

住民とのコミュニケーションの円滑化が重視

されたことである。

さらに90年度に、農家 レベルまでおりた啓

蒙運動が進むなかで2つ の注目すべき動きが

あった。

第1は 、「集落農場」とは営農組合に土地

を集積するための運動ではないか という疑問

が農家 レベルか らでてきたことである。これ

に対 し、農協は①農地を農地 として管理する

ことの必要性、②スプロール化を回避 しつつ、

計画的な土地利用をはかり、楽 しみ農業の組

織化を通 じて農村らしい落着いた街並みをつ

くる、③非農家をふくむ集落の全住民の対話、

交流を土地利用計画を通 じて創出する等を強

調 して認識の再調整をはかった。

第2は 、都市化が急速に進み、零細な農地

所有者が多い管内の三別集落で、生 きがい農

業希望者の水田を除いた26haの 水田の一括

利用権設定が行われ(3)、それを隣接する新田

集落の営農組合が受託するという動きである。

将来の農地管理主体の確保困難に対する集落

リーダーの危機認識とそれをサポー トした農

協支店長の奔走の結果だといわれている。

91年度 は、「運動」の目的を末端農家 まで

さらに浸透させるために、将来の集落土地利

用計画の図面作成を提起すると同時に、「運

動」の重要な柱の一つが 「楽 しみ ・生きがい

農業」であることを明白にす るために、 「い

きがい ・ふれあい ・たの しみ農業研究会」を

開催 している。そして農協で も 「楽 しみ農業

技術講座」を開設 して支援する体制をとった。

③ 「集落農場構築推進事業」の到達点 と評

価

現時点において 「集落農場構築推進事業」

の 「運動」が到達 したポイントを要約すると、

以下の諸点があげ られる。

第1。 集落営農振興計画が全ての農協支店

ごとに作成 され、実施に移されるなかで、全

組合員への啓蒙運動 も進み、 「運動」につい

ての組合員の理解が進んできていること。

第2。 土地利用型農業の確立に向けた農地
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流動化が増加傾向にあること(表 ～6)。 こ

れには農協が 「農地保有合理化法人」の資格

を獲得 したとも影響 していると思われる。

表-6安 城市農協の利用権設定の動き

第3。 将来の法人化を展望 した協業体制の

営農組合組織化の芽が、高棚、和泉等のモデ

ル ・重点集落以外で もでてきたこと。

第4。 土地利用型農業の育成 ・強化に比べ、

いままでお くれていた 「楽 しみ ・生きがい ・

ふれあい農業」への農協、集落の取組みも、

急速に気運がもりあがってきたこと。野菜ク

ラブの結成 ・強化と100円 市の開催、ふれあ

い農園の拡充 ・開設への積極的な挑戦がそれ

である。ともすれば、営農組合のための集落

農場 とうけとられがちな 「運動」を、集落全

構成員に広げてい くうえでの注目すべき動 き

といわなければな らない。

第5。 農業振興とならぶ もう一つの柱であ

る 「美 しいむらづ くり」運動 も具体化 しつつ

あること。たとえばフラワーロ― ド建設、コ

スモス ・まん じゅさげ等の花いっぱい運動、

景観作物の作付など、集落 ごとの創意をいか

した取組みが具体化してきている。

ここで、安城市農協が 「集落農場構築推進

事業」に取り組まねばならなか った地域の農

業 ・社会情勢の変化をあげてお くと、以下の

通りである。

まず第1は 、新 幹線三河安城駅 の開業

(1988年)に 伴 ってスプロ 一ル化に拍車がか

けられ、土地利用の混乱が一段 とはげ しく

なったことである。すなわち、都市的土地利

用と農業的土地利用の衝突が激発 し、放置 し

てお くと後者は前者に圧倒され農地流動化の

停滞 とあいまって、土地利用型農業の展望が

不透明になったのである。「運動」のなかに

取組まれつつある集落ごとの土地利用計画の

策定(た とえば永久農地、準永久農地一楽 し

み ・生 きがい農業用、短期保存農地 一楽 し

み ・生 きがい ・ふれあい農業用、転用予備地

等の区分)は 、スプロール化を回避 しつつ、

計画的な土地利用(転 用をふくむ)を はか り、

農村 らしい落ちついた街並をつ くろうとする

ものであった。

第2は 、地域の社会構造の変容である。ス

プロール化は、都市化 ・混住化を促 し、農地

流動化は土地持ち非農家の増加をもたらした。

そして、兼業の深化とあいまって、地域社会

の等質的構造は大きく変容 し、農業に対する

社会的求心力が拡散するようになっただけで

なく、農協に対する組織的な結集力 も弱化 し
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てきた。 この変化に対処するため、農協はと

かく放置されて きた憾みのあった高齢者、婦

人のニーズを再組織する必要が生れた。 「い

きがい ・ふれあい ・たの しみ農業」という生

活結合の論理の提起はそのための ものであり、

それはまた集落の土地利用計画の策定にも寄

与するものであった、と考え られるのである。

同時に混住化の進行で急増 してきた都市住

民のニーズも農協はこたえる必要が生れたこ

とも、第3の 情勢変化としてあげてよいだろ

う。

以上で述べてきたことから読みとれるよう

に、「集落農場構築推進事業」は大別 して2

つの目標をもっていることになる。

目標の第1は 、専業農家が営むプロ農業を

中核とした土地利用型農業の方向であり、さ

らに第2は 、同時に楽 しみ ・生きがい農業

(兼業者 ・高齢者 ・婦 人)と ふれあい農業

(土地持 ち非農家 ・都市住民)も 創出するこ

とである。安城市農協管内の農業は、第1と

第2の 目標が結びついた二階建の構造をとる

ことになるわけである。そして目標の第3は 、

農村 らしい落着いた景観をもつ潤いのある田

園都市をつ くりだすことである。 これ らのう

ち、第2と 第3は 生活結合の論理から生れた

目標 とみることができよう。

以上の点を念頭におきながら、いままでの

安城市農協の活動を振り返ってみると、その

基軸 は1960年 代の労働力結合(水 稲集団栽

培)、70年 代の機械結合(技 術信託)、80年 代

の土地結合(農 地流動化)と 推転 し、さらに

90年代に入ると生活結合の基軸が登場 してき

たとみることができよう。生産構造再編のみ

に基軸をおいてきた単線的な農協活動は、生

活 ・社会構造の再編(新 しい くらしの秩序づ

くり)も 視野に入れた複線的な方向に軌道を

修正、転換 しようとしているのである。

1)安 藤 益夫 「兼 業 ・高 齢 ・過疎化 地域 にお ける営農

集 団の展 開」水 田農業 の再編 の方 向と諸形 態、文部

省科 学研究費研究 成果報告書(研 究代 表永 田恵十郎)、

1992。

2)安 城 市農 協は1993年4月1日 に同 市内 の桜 井農 協

と合併(新 農 協名称 も安城 市農協)し たが 、本節 の

記述 は旧安 城市農 協の もの。 また、 同農協 の活動 の

実態 は、 安城市 農協集 落農場 調査研 究委 員会 「集 落

農場 ・調査 研究報 告書」(谷 口信 和執筆)、1992に よ

るところが多い。

3)坪 井伸 宏 「愛知 県 ・安城 市の利 用権一 括設定 」農

199、 農政調査委員会、1991。

5.集 落営農と農地流動化

ここでは、主として庄原の実態動向を念頭

にお きなが ら問題を考えることにしよう。

1)集 落営農の農地流動化抑制機能

集落営農は、兼業 ・高齢者稲作の維持機能

をもっているので、集落営農の組織化は農地

流動化を抑制する 「構造保守」的な方向に作

用するのではないかという見方がで きるかも

しれない。たしかに、庄原の場合も、当初は

市農政、農協サイ ドともにそう考え、む しろ

農地流動化には強い関心はもっていなかった。

ところが、 さきに指摘 しておいたように、

1988年 の利用権設定率5.3%は93年 には倍増
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して11.9%(6月 現在で293.14ha)と なっ

ている。この利用率設定率の上昇は、耕作能

力をそう失 した高齢農家が増えてきたことに

起因 している。前掲図-9で みたような集落

営農のシステムに補完されて も、近年は稲作

維持が困難な農家が貸手 として続出するよう

になったのである。

では、提供された水田の借手はどうなって

いるのか。そうじて、借たし型の農家が多い

のだが、同時に特筆すべ き動 きがあることを

見落 してはならない。

2)集 落営農活動と結びついた農事組合法人

の設立

1990年2月 、一木営農集団構成員9名 で組

織された農事組合法人一木生産組合(2号 法

人)が 成立 した(表 一7)。 この法人は 「構

造保守」的機能を もった営農集団の内部に発

生 したある構造変化に対応 して設立 されたも

のだが、その契機は以下のようなものであっ

た。

集団構成員のなかで最 も稲作規模(2.1

ha)の 大 きいある農家が、農業者年金を受

給す るため第3者 への利用権設定を斡旋 して

ほしいと集団に申し出た。この農家は息子が

東京在住のため経営者委譲ができないので、

第3者 への利用権設定を考えたわけである。

しか しなが ら、集団構成のなかには2.1ha

の水田を受託 して もよいとする者はおらず、

他集落の農家に頼ることも検討 したが、集団

の計画的土地利用に差支えるので、結局は集

団構成員のなかか ら表-7に 示 したメンバー

(主と してオペ レーターたち)を 選んで農事

組合法人を設立 し、2.1haの 利用権設定を う

けることになったのである。

新たに登場 した担い手である法人と営農集

団との関係は、個々の構成員の場合と全く同

表-7農 事組合法人一木生産組合の構成員
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じで、図一9に 示 したような分担で稲作作業

は処理されている。 したが つて、法人設立後

一木営農集団は、48戸 の農家と一つの農事組

合法人で構成される二階建の構造をもつ集団

に変化 したことになる。農事組合法人の活動

は、集落営農のそれ と固 く結びついているわ

けである。1993年 の法人の利用権設定面積は

約5haで 、設立 当初 に比べて2.9haの 増加

だが、これはその後 も耕作能力をそう失 した

構成員がでてきたことによっている。

なお、二階建の集団構造づ くりの動きは七

塚東営農集団でもみられ、ここでも集団内部

に設立された 「フルーツの里」名称の2号 法

人が約10haを 受託 している。耕作能力をそ

う失 した高齢農家の続出とそれによる耕作放

棄発生の可能性、いいかえると耕境後退の進

行 は、集落営農集団内部 における法人(2

号)の 組織化によって、かなり歯止めがかけ

られている、とみてよいだろう。さらに注 目

しておきたいことは、90年 センサスが示す庄

原市の耕作放棄面積率は1.8%で 、広島県平

均の9.68%よ りはるかに低い点である。集落

営農は耕境後退防止機能 も持っているとして

よいだろう。

高齢農家、兼業農家 ぐるみの集落営農が、

農地流動化を抑制する機能をもっていること

は否定できないだろう。庄原の集落営農は、

む しろこの点に着目して組織 されたといって

よいのである。が、問題は労働力の劣弱化が

稲作維持の限界をこえて進んだときのことで

あろ う。以上でみた事実か らいえば、必要な

ことはそういった事態の変化に対応 して、集

落営農の組織構造を再編すると同時に、新 し

い担い手への農地集積についても、集落営農

の調整機能が働 くような システムを創出する

ことである。集落営農の農地流動化抑制機能

は、けっして固定的に考えてはならないので

ある。とくに、耕作放棄が激増する傾向にあ

る地域農業の現局面か らいえば、集落営農が

もつ耕境後退防止機能には深く注目すべきで

あろう。

要するに、それぞれの地域がもつ農業構造

の現局面、とりわけ農民層分解の進展度(農

業労働力の劣弱化の程度)を 正確に認識 した

うえで、実現可能な地域農業の自主的な振興

策をたえまなく追求 してい くことが、いま求

められているのである。そ して、地域個性に

そくした自主的な農地流動化計画(農 地管理

計画)が 、その振興策のなかで重要な位置を

占めて くることはいうまでもない。

3)長 野県宮田村の新動向から考える

以上で述べたことを確認するために、 もう

一つの具体例を紹介 しておきたい。宮田方式

と呼ばれる農業振興体制で知 られる長野県宮

田村の動向である。

宮田村は、農地利用委員会(1981年 の村条

例で農地の流動化のために設置され、農用地

利用増進法にかかわる事業を担当。下部組織

して7っ の集落に地区農地委員会がある)に

よる集落を単位とした全村的な水田利用調整
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と地代(共 助金)制 度、そして1990年 から始

まった全村的統一米価の設定でよく知 られて

いる。なかでも農地の所有権 と利用権を分離

して、村全体で作付計画をつ くり、作物別

(リ ンゴ、牧草、桑園、野菜、水稲等)の 団

地化を進め、その団地内に担い手農家を誘導

し、合理的な土地利用体系と機械化を実現 し

ているシステムはユニークである。

これらのうち、水稲団地についてやや詳 し

くみると、 この村では1980年 までに全村圃場

整備を完了 しているが、71年 か ら80年にかけ

て7つ の集落を単位 とした共同機械利用の集

団耕作組合を組織 してきた。また、集落をこ

えた施設として育苗センターやカントリ―エ

レベーターを設置し、全村的な運営主体であ

る集団耕作組合運営協議会 も組織されている。

おおむね、庄原でみた集落営農集団をふ くむ

地域農業システムと同様の ものとみてよいだ

ろ う。

しか し、ユニー クな地域農業の振興策を

とっている宮田村で も高齢化による後継者難

は深刻で、集団耕作組合のオペ レーターの平

均年齢は63才 、あと5年 程度で リタイヤ―す

る人達が少 くなく、流動化面積 も91年度の48

haが93年 には57haに 増加 している。

そこで宮田村は92年7月 に、「バランスの

とれた地域複合農業をめざし、規模の大きい

経営体と兼業農家が共存 しなが ら……一部の

稲作による規模の大きい経営体の育成」とい

う地域農業振興の新たな目標を設定 した。兼

業農家 と共存する大規模経営を育成 し、他産

業並みの所得を確保 しながら後継者を確保 し

ていこう、という考え方である。具体的には、

各集落に3戸 程度で構成され る10～20ha程

度の協業大規模経営を育成 し、3ケ 年に限 り

補助金を交付するというもので、農地利用委

員会は耕作組合と協力 して、大規模経営に委

託するための面的集積予定地(1団 地は1～

3ha程 度)を 設定す ることになっている。

その場合の地代は、他産業なみの所得を実現

するために、限りな くゼロに近づけることが

考え られている。

宮田村の新 しい地域農業振興策は、農民層

分解の動向を注意深 く見守 りなが ら、つ ぎの

段階への発展のあり方を考えてきた関係者の

智恵と評価 してよいだろう。宮田村はこの智

恵にもとついていままでとは一味違 った地域

農業の システムをうみだそうとしているので

ある。そ して、集落営農の一形態と目しうる

耕作組合の農地流動化抑制機能は、ここで も

み られないことにも注目してお くべきだろう。

4)農 地流動化の もう一つの道

以上でみた庄原や宮田の新動向か らみて、

つぎのようなことがいえるように思われる。

それは、国際競争力をもった大規模経営の

育成とそこへの農地の集積が農地流動化の唯

一の道ではないのではないか
、 ということで

ある。端的にいえばこの道は、競争原理にも

とつ く弱肉強食の状況をうみだ し、農村地域

社会の維持 ・存続にあしき結果をもた らすと
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考え られるのである。

農村地域社会の存亡す らも議論されている

今日、留意すべきことは、生活結合の論理を

埋めこんだ迂回的な道、つ まり、集落営農活

動のなかに生活結合の論理を埋めこむ と同時

に、そのなかで新 しい担い手を育成 しなが ら

農地流動化もはかっていく、といった道の選

択ではないだろうか。そうすることによって

こそ、全住民のエネルギーを結集 した農村地

域社会の維持 ・存続の方策が展望され うるし、

耕境後退に対する具体的な歯止め策 もうみだ

されるように思 うのである。庄原、安城ある

いは宮田の新動向は、よ くそのことを示唆 し

ている。同時に、後者の道のなかには 「個別

大規模経営形成の方向に代る、零細農耕制止

場、 日本的な農場制農場の実現の一つの方

向1)」 を示唆する貴重な芽 もふ くまれている

ように思われるのである。

D田 畑 保 「『経済構造調整』下 におけ る日本農業 の危

機 とその諸相」土地 制度史学、第139号 、1993、27頁 。

5.生 活結合の論理-む すびにかえて-

以上の行論からもわかるように、庄原 と安

城の地域農業構造には大きな相違がある。巨

大工業地帯に隣接 し、安定 した地域労働市場

をもつ安城と、過疎に悩みつつも不安定な地

域労働市場 しかもたない庄原という差にもと

つ く地域農業構造の相違である。 この ことの

規定をうけて、両者の担い手育成方策 も異な

るものであった。農地の流動化条件に恵まれ

た安城では、担い手を営農組合員あるいは営

農組合に限定 し、借地 として流動化 した農地

は、選別されたこれ らの担い手だけに限定 し

て集積 されている。

これに対 し、過疎化とそれに起因する地域

社会構造の崩れに悩む庄原では、兼業農家 ぐ

るみの集落営農集団こそが担い手であるとし、

生活結合の論理を基軸 とした集団活動の展開

で、地域社会の維持 ・存続をはかろうとして

きた。過疎問題をかかえる庄原 としては当然

のことといえよう。

このように、全 く異る道をそれぞれ歩いて

きた庄原と安城だったが、「集落農場構築推

進事業」が 「運動」として推進される過程で

生活結合の論理が安城で も浮びあが ってきた。

全 く異る構造をもつ両者の間で路線の重なり

が生れてきたのである。

この重りが もつ意味は、一体どう考えた ら

よいのか。結論からいって しまうと、庄原と

安城の路線の重なりには、過疎化あるいは都

市化 ・混住化によって縮少 ・萎縮 して しまっ

た共セクターの領域を拡大し、それに活力を

与えるという意味がふ くまれているのではな

いかと考えたい。安城にそくしたいい方をす

ると、規模拡大と徹底的なコス ト切下げによ

る経済合理性追求の方向のもとでの住民間の

協同関係の解体と、それによるさまざまな地

域問題に直面 して、住民の自律的な協同関係

としての地域社会を生活結合の論理にもとつ

いて改めて再編成 し、そのなかに経済合理性
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を単線的に追求 してきた方向を埋めこもうと

している点に、安城の路線が庄原のそれと重

なるようになった理由があるのではないか、

と考え られるのである。そ して両者の路線の

重なりのなかに、旧き共セクターとは異る新

しい協セクタ―が生成 して くる萌芽を読みと

りたいのである。誤解をおそれずにさらにい

えば、濃淡の差はあるにせよ、両者の路線の

なかに流れる生活結合の論理の展開は、地域

社会が当面する具体的問題についてのコミュ

ニケーションをつ くりだ し、それに媒介され

た人間的協同を実現 していく道(1)につながっ

ていくように思われるのである。「経済構造

調整」下における地域農業の現局面の もとで、

集落営農の新動向がもつ積極的な意義は、む

しろこの点にあるということができよう。

1)こ の点 は長野 県飯 田市 の 「集 落マ ネー ジメ ン ト事

業 」の活動 か ら も指摘で きるよ うに思 われ る。 この

点 詳 しくは、永 田恵十郎 「農村地 域政策 に地域 主 義

の視点はあ るか」、『新 農政を斬 る』(日 本農業年報39

号)、 農村 統計 協会、1993、110頁 以 下。 なお、 尾 関

周二『遊 び と生活 の哲学』大月書店、1992、220頁 。
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