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はじめに

95年農業センサスを分析した宇佐美は1985

年以降の変動過程を世紀末構造変動として特

徴付け、①日本農業が歴史上初めて日本資本

主義の市場関係に全面的に包摂された段階の

減少であること、②農家数の本格的な減少が、

長寿化も機械化も「完成」した段階、農業・

農家を維持する戦線が伸びきった段階の上に

生じていること、③農業構造の高度化を促す

「農業構造変革的農地流動化」と耕作放棄等

の「農業衰退的農地流動化」の二つの方向が

激しく進行していること、④日本の農業的資

源減少が全地域・全部門を覆って進行する

"資源減少の本格化現象"局面へ突入してい

ること、⑤形成された上層経営が、もはや農

民経営のレベルとは性格を異にし、農業経営

そのものが資本と賃労働を問題とする段階に

達したことを指摘している(注1)。こうし

た分析が現実の一面であるとして、ではこの

延長上に地域農業の将来があるのだろうか。

あるいはそこに地域農政は展望を見いだして

いるのか。このことが今問われている。

本稿は、直接的には筆者がこの間調査した

市町村農業公社の実態をまとめたものである

が、後にもふれるように、そこには地域の抱

える農業構造問題を解決し、地域農業の将来

像を模索する自治体レベルの農政努力があり、

筆者はそれこそが注目されるべきであると考

えている。すにわち本稿で紹介する三つの町

村は、市町村農業公社の設立を単なるブーム

としてではなく、地域農業構造問題の解決・

再編の主要な地域農政手法として位置づけて

いる。そこにはせっぱ詰まった市町村レベル

の危機感がある。

こうした危機感の背景には、いうまでもな

くこの間の農業情勢の悪化がある。国の農政

は現在の農業危機を経営感覚に優れた経営体

へのさらなる農地集積の促進という構造政策

によって乗り越えようとしている。が、それ

に対して市町村の農政は、直面する地域農業

問題を独自な、様々な取り組みでもって乗り

越えようとしている。そうした取り組み・工

夫の一環として市町村農業公社が位置づけら

れているのである。
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以下、①地域の農業構造問題、②問題解決

のための地域農業政策と推進体制整備、③市

町村農業公社の設立のねらいと機能・評価と

いうように、広く市町村の地域農業問題から

実態を捉え、その後に地域農業構造政策の今

日的課題と市町村農業公社のあり方について

検討を加えたい。

1事例の検討

1.秋田県琴丘町

(1)地域の農業構造問題

琴丘町は大潟村と上小阿仁村に接する地域

で、秋田市への通勤圏内に位置する。町は奥

羽本線沿いに広がる水田と八郎潟に沿って細

長く接する八郎潟増反地水田からなる平地農

業地域の旧鹿渡村と、県北山間部の上小阿仁

町へとつながる山間農業地域の旧上岩川村の

相異なる二つの地域によって構成されている。

地域の農地の多くは水田(1600㌶)で、八

郎潟干拓に位置する330㌶の増反水田は50㌃

区画に整備されているが、その他の平地水田

910㌶は10㌃区画のままのものがほとんどで、

このうち360㌶が現在大区画圃場整備実施中、

さらに130㌶が平成11年度事業開始予定とな

っており、今後の農業展開の契機として期待

されている。しかし特に山間部に位置する

360㌶の水田は零細・分散で、圃場整備も事

実上困難とされている。

農家数は1980年～95年の15年間に19.7%も

減少しており、特に80年以降の減少テンポは

一段と早まっている。専兼別にその特徴をみ

ると、90年までは第二種兼業農家率の増大と

第一種兼業農家率の急減という傾向が顕著で

あったが、90年から95年にかけては逆に第二

種兼業農家が絶対数でも構成比でも低下し

(735戸→606戸、76%→68%)、専業農家率

および第一種兼業農家率が若干ながら高まっ

ている。しかし「高齢専業」(41戸→58戸)

や「専従者のいない農家」(68%→82%)が

増加し続け、ほとんどの農家が「専従者のい

ない農家」となっている。つまり世帯主層の

兼業リタイヤを契機とした農業への還流が一

定程度増加しているものの、そのほとんどが

年間農業従事日数150日に満たない就農者な

のである。

では農地流動化の動きはどうか。1995年セ

ンサスで約11%の借地率となっており、農家

数の減少を背景にこの15年間で9ポイント近

くも高まっている。他方、利用権設定をみる

と平成6年までは年間約20件、10㌶程度にと

どまっていたが、平成7年には66件45㌶、8

年には71件43㌶と設定面積が急増しており、

ストック面積で約150㌶の水準にあるという。

95年センサスの借地面積が177㌶であるから、

そのかなりの部分が利用権に乗っていること

になる(この点については農業公社の役割と

の関連で再度ふれることとする)。

さらに経営耕地規模別農家構成比をみると、

30㌃未満階層はそのウエイトを若干増加させ

て(95年で13%)依然根強く存在しているも
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のの、1～3㌶層が分解にさらされて減少し、

特に5㌶以上層が増加しており(1980年以降

5年きざみに8戸、20戸、32戸、42戸)、農

地流動化は着実に上層農家の拡大へと結びつ

いている。こうした大規模層が認定農業者と

なっており(56人)、一集落1～7人程度確

保されているという(後述のように山間農業

地域の旧村にはいない)。

ところで、琴丘町における農業政策につい

ては、実は町農協が大きな機能を果たしてき

たという歴史がある。その第一は複合化対策

の取り組みで、その取り組みは昭和50年以降

の水田転作を契機にしたものである。まず昭

和51年に肥育豚による畜産振興が追求され、

そして転作が本格化した昭和54年にメロンと

キュウリの産地形成が推進された。しかし当

時すでに兼業稲作が定着しており、結局は農

家の取り組みも長続きすることなく複合部門

は縮小していった。稲単作からの脱却は果た

せなかったのである(95年センサスで水稲単

一経営が95%を占め、80年以降でもそのウエ

イトは年々高まっている)。

第二の取り組みが稲作の共同化の取り組み

である。町農協では構造改善事業を契機に昭

和43年と44年にカントリーエレベーターを導

入し、乾燥・調整をテコとした地域農業の組

織化に乗り出している。また昭和51年には新

たに農業構造改善事業を利用して集落単位に

大型の共同利用機械の導入を図っている。秋

田県が推進する折からの集落農場の取り組み

も手伝って、多くの集落で機械利用共同が展

開していった。しかし一層の兼業深化を背景

に、更新がうまくいかず結局は解体していき、

取り組みはとん挫してしまっている。兼業・

個別機械導入という方向に進んでしまったの

である。

こうした共同化の取り組みと同時に町農協

が取り組んだ事業が昭和50年代の農作業受委

託事業であり、これがその後の町農協の地域

農業対策の中心的位置を占めてきた。この受

委託事業は部分機械作業受委託のみならず、

全面作業受託、いわゆる相対小作をも含むも

のであった。秋田県の多くの地域でもみられ

るものであるが、これが琴丘町でも高い実勢

小作料を容認し、標準小作料との乖離を固定

化するものとして作用してきた。すなわち、

平成7年改訂の標準小作料が上田で3万8千

円であるのに対して、実勢小作料が6万円に

も達する水準で推移してきたのである。

さらにもうひとつの問題点が旧上岩川＝

山間農業地域の農業対策である。この地区で

は1980～95年の15年間に農家数が28%と激し

く減少しているものの、親戚関係等の相対の

賃貸借によって経営耕地は同期間に11%程度

の減少にとどまっており、何とか農地を維持

してきている。しかし未整備水田がほとんど

であるために大規模経営の形成力は弱く、5

㌶以上農家が3戸、男子専従者のいる農家が

3戸、認定農業者はゼロである。要するに離

農農家の農地を残存する農家で借り支えなが
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ら、しかもその多くが農協の受委託事業にも

乗らない全くの相対の形で、農地を維持して

きたのであり、現在それを担っている高齢世

帯主層がリタイヤした後には大きな問題が生

じることになると危惧されている。

以上の点をふまえて地域の農業構造を整理

すると、以下のようにいえよう。第一は農家

数の減少を背景に、特にここ5年間の借地率

の高まりにみられるように農地の流動化が急

速に進みつつあり、全体的に農業構造の転換

期にある。しかし第二に具体的な農地市場を

みると、①農地条件では中央増反地や現在進

められている大区画圃場整備の整備田と10㌃

区画のままの未整備田の併存、②そうした圃

場整備が可能な平地水田と整備すら困難で分

散・零細圃場からなる山間部の二重構造、③

農業委員会が関与する利用権と農協受委託事

業を介した相対小作関係と、農協すら関与し

ない親戚関係等の本当の相対小作関係の併存、

④そして標準小作料と相対関係に規定され地

域の太宗を占める実勢小作料の併存と、そこ

には複雑・錯綜した実態がある。さらに第三

に担い手に目を転じれば、認定農業者等の中

核的な拡大希望農家と相対関係に埋もれた親

戚農家、そして山間部では相手に頼まれて耕

作せざるをえない高齢農家や兼業農家など、

それぞれの家や地域の事情を背景とした多様

な担い手が存在している。こうして地域の農

業構造政策では、このような農地市場の整序

化と担い手対策、山間農業地域対策を視野に

入れた政策展開が求められている。

(2)琴丘町農業公社と地域構造政策

琴丘町に町農業公社が設立されたのは平成

7年であるが、そこには大きく4つのねらい

があった。その第一は地域農業振興対策の実

践部隊というねらいである。これは特に担い

手不足と耕作放棄が懸念される山間地域に高

収益の新規作物を導入し、その高収益性の実

現で地域農業の活性化を図ろうというもので

ある。この新規作物が"梅"で、町長自らそ

の発案者となったという経緯がある。町では

その具体策として平成4年～8年にかけて構

造改善事業等を導入して29㌶の梅園を造成し

ている。

ところで町は関係農家の事業参加を促すに

際して「収益から事業費を償還できるように、

町が責任を持って指導する」という条件を提

示しており、当面5年間は町が管理すること

としている。その管理の担い手が町農業公社

なのである。そのためには公社が開発農地を

中間保有することが必要で、農地保有合理化

法人資格を取得している。

第二はこのこととも関連するが、農協の営

農指導の代替組織というねらいである。実は

町農協は広域合併を控えており、実態として

町農業の振興対策が打ち出せない状況にあり、

町も合併後の営農指導機能の低下を懸念して

いる。これを町農業公社で担おうというので

ある(役場内には梅課が設けられており、公

社との両輪で梅の定着・高付加価値化を推進
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している)。要するに公社は行政主導の中山

間地域対策の実働部隊として設立されたので

ある。

第三は将来的に避けられない山間地域の耕

作放棄農地の管理耕作というねらいで、町農

業公社による直接耕作を考えている。しかし

全農地を保全可能かというと、そういうわけ

ではない。町では山間地域の農地360㌶のう

ち、200㌶は耕作可能、100㌶は圃場条件か

らみて水田としての利用継続は困難であり梅

等の特産物への転換を促す、残る60㌶はソバ

等の粗放な作物もしくは作物転換すら困難な

場合には植林も仕方ない、という土地利用計

画をもっている。しかしそれにしても山間地

域では現在の借り手の高齢化が進んでおり、

今後は「公社に頼めば何とかしてくれるだろ

う」という意識が高まりつつあるという。公

社としては山間地域の安易な管理耕作は避け

たいとしており、できるだけ地域の農家が農

地利用に関与すべく特産品開発等の事業を展

開したいという。また公社自身も水田の直接

耕作に乗り出すことは認定農業者等との競合

を招くとして、現状では梅園の管理耕作に限

定している。

第四がその認定農業者への農地集積機能の

発揮で、平成8年度の実績で、農地保有合理

化事業(ストック)が75.0㌶、受委託事業が

耕起186㌃、代かき99㌃、田植え151㌃、刈

り取り897㌃、全機械作業978㌃となってい

る。公社では設立した平成7年からこの農地

保有合理化事業を開始しており、その年に

54.8㌶を事業に乗せている。この面積は町の

借地面積と比較してもかなり大きな面積であ

るが、実は上述の農協の受託事業の中の事実

上の賃貸借であった全面受委託を利用権に設

定し直したものであり、農協の事業を引き継

ぐ形で公社の事業が始まっている点に特徴が

ある。さらに平成8年には新規に約22㌶が事

業に乗っており、そのうち4割が相手の指定

のないもので、公社は「徐々にだが誰でもい

いから借りてほしいという状況になりつつあ

る」という。その意味で認定農業者への農地

のあっせんが進む状況になってきている。

このように農業公社の実施する合理化事業

は、必ずしも公社独自の力でスタ―トしたわ

けではないが、しかしそこには「標準小作料

水準への小作料引き下げ」という副次的だが、

借り手にとっては非常に大きな効果があった。

前述のように農協の全面受委託等の実勢小作

料水準は5万8千円～6万円で、標準小作料

を大きくこえるものであった。しかし農地市

場が貸し手市場から借り手市場へと急速に変

化し始めたことや、米価がここ数年で大きく

下落したことを背景に認定農業者等の借り手

から高い小作料への不満が噴出していた。公

社の合理化事業という形で農地市場を整序し

たことを契機に、実勢小作料は標準小作料水

準へと引き下げられたのである(中央増反地

は償還もあって4万8千円水準)。認定農業

者等の借り手が合理化事業を選択したのには
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こうした事情があった。さらにこうした中で

注目されるのは、農業公社が受託者の組織化

を図っており、認定農業者等、公社の利用権

を受けている40人を対象に受託者協議会を発

足させている点である。農業の担い手農家を

地域全体の中で明確にし、効率的な農地集積

を目的としており、今後の成果が期待されて

いる。

なお、公社の組織体制をみると職員は課長

・技師・パ-ト事務員の3名からなる。課長

は農協出向職員で主として総務および農地保

有合理化事業を担当しており、プロパー職員

である技師が具体的な作業を担っている。

ではこれまで地域の流動化を担ってきた町

農協はどのように公社を評価しているのか。

まず公社そのものについては、農地の直接的

管理や研修事業を利用した新規参入者の研修

の場、ひいては地域農業振興の拠点として積

極的に位置づけている。しかし行政主導の公

社運営にはやや批判的で、「今後の地域農業

のあり方や支援方策を考える関連組織の協議

会組織が必要ではないか。現場に詳しい農協

がもっと重視されても良いのではないか」と、

町との共同体制の構築を強調している。とい

うのも、実は公社設立以前の昭和62年に、行

政と農協、農業委員会等が中心となって「農

業振興プロジェクト協議会」という協議の場

をつくり、平成3年には「農地管理センター

構想」を打ち出したという経緯がある。しか

し①農地管理から山間地域振興戦略作物の導

入へのウエイトのシフト、②農協の広域合併

による戦略作物への指導事業の縮小の懸念と

いった理由から、町中心の農業公社へと動い

ていったのである。もちろん農協が「梅」に

代わる代替作物を提示できなかつた点につい

ては自らその限界を指摘している。が、今後

の地域農業の新しい構造を作り上げるには、

農協合併後の新しい推進体制整備の課題は大

きいといえよう。

(3)町農業公社の機能と地域農業構造政策

の課題

以上のように町農業公社設立の契機は何よ

りも山間農業地域の特産品開発による農地保

全・農業振興にある。公社にはそのための生

産指導、梅園管理の実働部隊としての機能が

期待されているのである。これを地域の農業

構造問題全体からみると、最も脆弱な地域、

最も深刻な課題への政策対応ということがで

きる。

こうして設立された町公社は、農地流動化

においても結果的に重要な機能を果たしてい

る。前述の小作料水準の引き下げ、農地市場

の整序という機能である。

こうした機能を既存の組織との関連で整理

すると、農業委員会は農地の賃貸借や売買の

あっせんはできても耕作放棄農地の中間保有

や梅の直接耕作ができるわけではない。県公

社は中間保有はできても直接耕作は容易では

ない。また農協は広域合併の中で生産振興対

策が十分には実施できない。また農地市場の
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整序についても、農協、農業委員会ともに対

応できる状況にはなかった。要するに地域の

農業政策をより機動的に実施するために、既

存の組織の隙間を埋めるものとして町公社が

機能しているのである。

では、地域の農業構造政策がこの「町農政－

町公社」のラインで今後も進むのかという

と問題がないわけではない。それは農業関連

組織の合意形成である。たとえば、山間地域

の特産品開発では販売ノウハウの活用や、農

家への融資窓口機能の活用といった点で農協

の機能は欠かせないし、合併後の営農指導体

制の維持・強化という点でも農協との意志疎

通は不可欠である。また農地流動化との関連

では、公社は確かに小作料の引き下げという

重要な機能は果たしたが、農地に関する情報

収集やあっせん活動を公社の職員が行ってい

るわけではなく、現実には農業委員や農協営

農指導員、地域によっては米の出荷業者が果

たしていることも少なくなく、今後もそうし

た組織や人的資源に依存せざるを得ない。さ

らに認定農業者の多くが小作料水準や契約期

間の問題はもとより、団地的・合理的な農地

集積を可能とする農地情報の提供や政策努力

を要望している。この点で農地情報の一元化

が求められており、農家→集落→農業委員・

農協指導員・業者→公社→関係者の連携、協

議といった流動化のシステムづくりが必要と

されている。

2.鳥取県岩美町

(1)地域の農業構造問題

岩美町は鳥取県の東端、兵庫県に接し、日

本海に面する地域である。町の農地は水田が

ほとんどを占め、日本海岸に近い町中心部の

平坦地と、山間部から流れる二本の河川に沿

って広がる中山間地域とによって構成されて

いる。このうち平坦部の水田は圃場整備が完

了しいるが、中山間地域の水田については未

整備田が多く、その保全・利用問題が深刻化

している。たとえばセンサスの経営耕地面積

をみると1980年から95年の15年間に町全体で

20%以上も減少しており、その中で80年から

85年には「耕作放棄＋不作付け」面積が減少

に転じている。このことは経営耕地そのもの

が激しく減少していることを示している。そ

の減少農地の多くが中山間地域の農地なので

ある。

他方、担い手をみると高齢化とともに農家

数そのものが大きく減少している。センサス

によると近年の15年間に農家数は27%(478

戸)も減少しており、特に第二種兼業農家が

大きく減少(426戸)するとともにいわゆる

高齢専業農家が増加している。

では構造変動はどうか。1995年センサスの

水田借地面積が118㌶(借地率16.1%)、平

成9年の利用権設定面積は99.4㌶(利用権設

定率11.1%)となっており、流動化は確実に

進んでいる。その意味で構造変動は起きてい

る。しかし問題はそれを受け止める担い手で
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ある。センサスをみる限りでは5㌶以上農家

はわずか1戸に留まっており、いまだ1㌶未

満層が80%以上を占めるなど、大規模経営が

展開しているわけではない。また認定農業者

も27戸で「頭打ち」(男子生産年齢人口のい

る専業農家が25戸でほぼこれに対応)という

ことであり、農業経営改善計画の目標面積が

10㌶を越える認定農業者はわずかに3経営だ

けである(多くの認定農業者の目標とする営

農類型が施設園芸や畜産を中心とする複合経

営である)。

こうした状況を自治体・農協も黙って見て

きたわけではない。町の政策の第一が土地利

用型大規模経営を対象とした転作緩和政策で

ある。これは経営耕地の5㌶を越える分につ

いては転作配分を行わず、町の農家全体で土

地利用型経営の育成を支援するというもので

ある。小規模農家からすればそれだけ転作配

分が増えるが、自分が耕作できなくなったと

きに引き受けてくれる経営を育成するという

点で合意されているのだという。第二は鳥取

県の農機具や施設の助成事業等を活用した集

落営農の推進である。実際にこうした事業を

契機に組織化に成功している事例はあるが、

多くの集落では高齢化が進む中で集落の主体

性を導き出すこと自体にすでに限界につき当

たっている。

これに対して町農協(合併以前)が実施し

たのが、直接的に農地を耕作する取り組みで

ある。町農協は平成元年に農地保有合理化法

人資格を取得しており、この合理化事業を通

じて集積した農地を担い手にあっせんしてい

こうというものである(町農業公社設立後は

合理化法人は公社へ移管)。そしてその担い

手が、町農協の組合長等役員が出資して平成

5年に設立された㈲岩美農産である。当時す

でに農地の借り手不足が問題となりつつあり、

その受け皿として民間セクターの担い手を設

立したわけである。しかし地域では農協=岩

美農産という認識が一般化してしまい、また

民間セクターであるために公共的性格は弱く、

認定農業者との競合を危惧する声もあり、必

ずしも地域農業振興に成果を上げているわけ

ではない。

このように地域農業振興を目的に一定の政

策努力がなされるが、政策全体の一貫性が弱

く、他方で高齢化や兼業化を背景に農地流動

化が進んで来てはいるものの、明確な土地利

用型経営の確立をいまだ見ることなく推移し

ている。こうした中、地域全体としては中山

間地域から耕境後退が急速に進んでいるのが

岩美町の現状である。

(2)町農業公社設立の経緯とねらい（

財)岩美町農業公社は平成7年5月、岩

美町(750万円)とJA鳥取いなば(250万

円)の出資によって設立された。設立の中心

となったのは農業委員会会長である。氏の問

題意識は「5～10年後には認定農業者だけで

は農地は維持できない」という点にあり、き

わめて明快である。「すでに管理耕作でもよ
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いという貸し手が出たり、農業委員に頼まれ

たから借りてやると認定農業者が言う時代に

入りつつある。将来の農地管理の担い手をつ

くることが必要だと考えた。米価下落を背景

に、認定農業者であっても農業後継者の確保

は困難だろうと考える」という。また行政が

従来推進してきた集落営農についても、実態

としてはそれほど簡単に集落で合意され、設

立できるものでもなく、集落営農を推進しつ

つも認定農業者への農地集積や公社による農

地管理など重層的な取り組みが必要だと考え

ている。しかし公社が直接農地を保有耕作す

ることを全面に出して、不必要な地域との摩

擦を避けるために、公社設立の際にはあくま

で担い手育成、すなわち認定農業者への農地

や作業の集積が目的だとして合意形成を図っ

ている。

また公社設立に際しては、農協からの資金

援助を確保するために農協合併以前に公社を

設立する必要があるとして、やや急いだ面が

あるという。というのも合併農協で公社に助

成金を支出しているのは岩美町だけで、合併

後では助成金の支出が困難だと考えたからで

ある。こうして公社の当面3年間の(自立す

るまでの間)運営費を、行政3/4、農協1/4

の割合で負担するとしている(その意味で3

年が経過する平成10年度からの経営の自立が

公社の新たな問題となりつつある)。

(3)公社の組織と事業

公社の事業は基本的に農地保有合理化事業

と農作業受委託事業にある。が、重要な点は

公社を公社内部で閉鎖的に運営するのではな

く、認定農業者や行政、農業委員会、農協、

普及センターなど、農業に関連する組織や個

人と連携して運営している点である。具体的

には「企画調整専門委員会」(公社の運営方

針)、「利用調整専門委員会」(賃貸借と農

作業受委託の利用集積・配分や料金設定)、

「地域活性化専門委員会」(特産品開発や都

市農村交流事業等による町農業の活性化)が

設けられている。このうち「企画調整専門委

員会」は行政、農協、農業委員会、県の出先

機関、議会の関係者10名によって構成され、

農業公社の運営のみならず「本町農業の現状

打開…認定農業者、営農集団、農業生産法人

の育成…魅力ある農業、活力ある地域の実

現」(委員会規約)を最終的な目的としてお

り、いわば関係組織の意思統一の場として位

置づけられている。これに対して「利用調整

専門委員会」は農業委員会と認定農業者の代

表者11名によって構成されており、農業委員

でもある認定農業者が委員長を務める。さら

に「地域活性化専門委員会」は各地区の代表

者と婦人農業士および認定農業者の各代表、

行政と農協の各代表の11名によって構成され

ている。このように町農業公社の中に地域各

層の合意形成の場が位置づけられている点に

大きな特徴がある。

つぎに公社の事業実績を簡単にみると、ま

ず農地保有合理化事業では平成8年度末で
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34.

1㌶の農地を事業に乗せ、担い手支援とい

う観点から全てを再配分している。農作業受

委託事業は平成8年度が耕転6.3㌶、代かき

9.3㌶、田植え16.0㌶、刈り取り65.0㌶、平

成9年度が同19.0㌶、19.0㌶、28.0㌶、75.0

㌶となっており、作業によっては2倍も増加

している。なお、上述のように経営の自立が

課題となっているが、それを果たすには収益

事業が必要である。そこで公社は平成9年度

に県の補助事業でコンバインを導入し、受委

託事業のうちの8.6㌶の刈り取り作業を直接

受託している。

しかしこうした公社の農地管理事業が簡単

に地域に受け入れられているわけではない。

その第一は町が推進してきた集落営農との関

連である。これまで行政や農業委員会は集落

営農、集落全員参加で農地を守る政策を推進

してきた。しかし新政策が登場して以降、特

に近年にいたって認定農業者への農地集積が

全面に出ており、その支援を事業の一つとす

る公社ができたわけである。集落営農は全て

の農家への支援を可能とするが、公社は認定

農業者だけを支援するので不公平ではないか、

という一般農家からの批判が存在している。

第二は農業委員会との関連である。前述のよ

うに農業委員会が公社設立の支援母体であっ

た。しかし農地流動化に関しては、窓口は多

い方がいいという一般論はあるにせよ、農業

委員会と町農業公社の二重組織であるという

批判は免れない。こうした批判に対して、現

状では認定農業者への集積は公社の合理化事

業に乗せ、認定農業者以外の農家への集積は

農業委員会の利用権に乗せるとして棲み分け

ているとともに、集落レベルの掘り起こしは

農業委員が担当し、その掘り起こし農地を農

業委員と認定農業者の集合体である「利用調

整委員会」での検討を通して再配分し、さら

に認定農業者が耕作できない農地は将来的に

公社が管理するという農地管理システムを形

成しようとしている。その一方で農業委員会

の体制上の問題も指摘されている。すなわち

農業委員会事務局長は3～5年で、また農業

委員も3年で交代しており、農地管理のノウ

ハウが蓄積されないという問題指摘である。

公社を設立し、公社内に三つの組織を形成し

たのも、そのノウハウ蓄積への対応だといえ

よう。そして第三は（財)岩美農産との関連

である。町農協が保有合理化事業を実施して

いた当時は、合理化事業に乗った農地は基本

的に岩美農産に流れており、岩美農産の規模

拡大は比較的容易であった。しかし集落営農

の推進や認定農業者全員を対象とした公社の

合理化事業の実施、さらには前述のような公

社自身の作業受託事業への参入という事態の

中で、岩美農産との競合関係が強まっている。

前述の公社の刈り取り作業の実施に際しては、

あくまで認定農業者へのあっせんが中心で、

岩美農産をはじめ認定農業者が受託を断った

条件不利農地であったり、稲の倒伏した水田、

さらに認定農業者が受託した作業で間に合わ
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ない場合の支援に徹するという"きびしい"

条件で合意をみている。

(4)公社の機能と地域農業構造政策の課題

公社が現在果たしている機能は基本的に農

地保有合理化事業と農作業受委託(あっせ

ん)事業である。しかし公社の設立を決意さ

せた背景には、農業委員会長のいうように認

定農業者でさえ農業後継者の確保が困難であ

り、中山間地域の農地はもちろん、将来の地

域の農地を保全する新たな担い手が必要だと

いう危機感がある。借り手もいない耕作条件

の悪い農地(どういう条件の農地まで最終的

に守るべきかという問題はあるが)を最終的

に維持するところに公共性を見いだしている

といえよう。

ところで岩美町の地域農業振興政策には大

きく3つの流れがあった。第一が行政主導の

集落営農であり、第二が農協による農地保有

合理化事業とその受け皿である法人農業経営

体の設立である。そして第三が町農業公社の

農地保有合理化事業と認定農業者への農地集

積である。問題はこうした取り組みに一体性

・一貫性がみられないということである。前

述のように、農業公社の内部に三つの委員会

組織が設けられており、農業関連組織や農業

者が組織化されているが、この諸組織に、こ

れまで町に欠けていた農業政策の一体性・統

一性を形成する場となることが期待されてい

る。推進体制の統合機能に公社のもうひとつ

の公共性があるといえよう。

しかし問題は公社の財源である。設立の際、

公社の運営費を三年間は町と農協とが補助す

るが、その後は自立すべきということとなっ

ている。前述のように公社が刈り取り作業を

直接受託しはじめたのもそのためである。し

かし収益性を目的にした経営を始めれば、第

二の岩美農産になることは避けられず、認定

農業者と新たな競合を生じさせ、公社の公共

性を消失させることとなる。したがって公社

の位置づけ(公共性)の確認が、地域の大き

な課題であるといえよう。

3.島根県斐川町

(1)地域の農業構造問題

島根県斐川町は松江市から約30分、松江市

と出雲市に挟まれて位置し、出雲空港が立地

する73.3k㎡の地域である。この斐川町は日本

海に面して広がる簸川平野の中心部にあり、

平坦水田地帯として展開してきたところであ

る。しかし昭和50年代に入って工場立地が増

加し、労働市場の展開は兼業構造の安定化を

もたらした。

農業生産条件にっいては、戦後比較的早期

に土地改良事業が導入され、昭和28年～38年

の約10年間で町内全域の水田で10㌃区画の圃

場整備と排水事業が実施され、稲作生産力の

安定化が図られている。その後さらに昭和52

年～平成5年にかけて30㌃区画へと再整備さ

れているが、この再整備は斐川町の東部地域

に集中しており、その結果、10㌃区画の西部
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地域と30㌃区画の東部地域という地域格差が

形成され、そのことが後述の担い手形成の条

件差となっている。

昭和40年代の斐川町の農業生産力構造につ

いては、安達生恒編r農林業生産力論』で実

証的な調査・研究報告がなされているが、そ

こでは「稲作の特化係数はなお上昇傾向にあ

り、農民層の分解による…新しい担い手形成

も進んでいない」と総括されている。すなわ

ち「稲作の生産力発展の中心的担い手であっ

た分厚い中間層は…斐川農業の構造を変革す

る主体としては機能していない」、「少なく

とも当分は農業生産力の新展開を可能にする

ような構造変化はない」(注2)と指摘する

のである。40年代は稲作生産力停滞の時代だ

ったのである。

しかし50年代に入ると農業構造は大きく変

化する。まず農家数の減少テンポが高まり、

現在までその傾向が引き続いている。第二に

専業農家とともに分厚い担い手として存在し

ていた第一種兼業農家が大きく減少し、同時

に専業農家、特に「男子生産年齢人口のいる

専業農家」が半減し、95年センサスでもわず

か44戸にとどまっている。このように全体と

して農家数が大きく減少しはじめ、同時に担

い手そのものが減少しはじめている。

他方、40年代には未展開であった農地の流

動化が急速に進んでいる。センサスによると

水田の借地率は1980年の5.6%、1990年の

9.7%、1995年の12.4%と急速に高まってお

り、利用権設定面積も95年度末で281㌶、利

用権設定率は11%強となっている。

こうした担い手の減少と流動化の進展は、

大規模経営の展開をもたらしている。特に5

㌶以上の農家数は1980年の1戸から1995年の

23戸へと急増している。

ではこうした構造変動を背景に、どのよう

な農業構造を展望しているのか。町の「基本

構想」で認定農業者に関する目標をみると、

個別経営体が111経営体(うち水稲単作30、

水稲+野菜22)で677㌶(農用地面積2406㌶

の55.4%)の農地を利用集積し、集落営農が

20組合、600㌶を利用することとしている。

組織経営体として集落営農が位置づけられて

いる点に特徴があるが、そこには島根県自体

が集落営農を推進してきたという背景がある。

問題はなぜ認定農業者と集落営農という、

ともすれば対立する経営形態が設定されてい

るのかという点にある。そこでまず、現在の

認定農業者35経営の営農類型をみると、この

うち「水稲単一」「水稲＋野菜等」の土地利

用型経営は18経営で、全体の半分にとどまっ

ている。しかもこの18経営体が東部地域の8

集落に集中している。前述のように昭和50年

代に圃場の再整備を実施した地域に、こうし

た土地利用型の大規模経営が集中しているの

である。これに対して圃場の再整備に取り組

むことのなかった西部地区では全面的に兼業

化が進み、層としての担い手が形成されなか

った。そこで行政が考えたのが集落営農によ
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る効率的な経営体の育成ということであった。

現在は大区画圃場整備事業の導入と合わせて

集落営農への再編を進めている。

しかし東部地域の土地利用型経営が将来的

にも安定的かというと、必ずしもそうではな

い。実は大規模経営の後継者の確保が地域の

最大の問題となっている。農業委員会による

と土地利用型経営で農業後継者が確保されて

いるのはわずか3戸だけである(後述のよう

に町農業公社の設立の背景にはこの後継者の

育成というねらいがある)。

(2)町農政の問題意識と推進体制整備の経

緯

①町農政の問題意識

行政・農業委員会の考えている地域農業の

将来像の特徴は前述の「基本構想」でもみた

ように、個別の認定農業者と集落営農の二つ

を同時に位置づけている点にある。しかし最

大の問題は、何度も繰り返すように土地利用

型認定農業者の後継者問題であり、今後さら

に増加するであろう貸し手の農地の安定的な

利用主体の育成そのものにある。そこで考え

られたのが新規参入者を募集して土地利用型

農業の新たな担い手として育成できないか、

ということであった。後述の農業公社はこの

点を意識したものである。これが町農政の第

一の問題認識である。

第二の問題認識は、現在なおまとまりの強

さを維持する集落や数集落からなる振興区

(戦後の米の供出単位で、集落を基盤にした

組織)の活用である。たとえば西部地区で兼

業農業が維持されてきたのは単に規模拡大の

担い手がいないという理由だけではなく、集

落や振興区を越えた「日常的に顔の見えない

相手」に農地を貸すことに非常に大きな抵抗

があるからだという(畔草刈りや水利等で集

落内の他の農家に迷惑をかけてはならないと

いう規範が強く維持されている)。また平成

平6年には12.5%だった転作率が平成8年に

は23.0%へと引き上げられる中で、これを実

施するには集落の機能を利用せざるを得ず、

さらに草刈りや水路の維持管理といった地域

資源管理という点でもまた、集落に一定の機

能がなお存在しているからである。

②推進体制整備の経過

斐川町の農業振興の取り組みの特徴として、

農業振興体制の整備と担い手の組織化を積極

的・系統的に実施してきた点をあげることが

できる。

特に農業関連組織を統合した農業振興体制

づくりの取り組みはかなり早く、昭和38年の

「斐川町農林事務局」の設立に端を発する。

これは昭和30年の町村合併を契機に、農業関

連機関の意志疎通を図りつつ、農家への指導

を一本化してわかりやすくすることを目的につ

くられた。当時普及所が庁舎内に設置され

ており、また農協も本所が新築されるまでは

庁舎内に事務局が置かれており、農業指導関

係者が日常的に顔を合わせて議論していたこ

とがそのきっかけとなっている。この農林事
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務局は年間400万円(町とJAが各200万

円)の予算を持ち、地域農業の振興方策はこ

の場で検討され、意思統一されている。この

他にも視察研修や農薬試験さらに生産部会育

成等の事業を実施している。

また担い手の組織化という面では、まず昭

和47年に農協のライスセンター導入を契機に

「農作業班協議会」が組織されている。これ

は農協が導入したライスセンター利用や大型

機械リース事業の受け皿で、昭和50年代には

20班、100人をこえる規模で、町内の水田の

約200㌶をカバーしていたという。また町内

の作業料金を統一する等の機能も果たしてい

る。しかしその多くが貸借へ移行したり、ま

た農機具の個別所有化が進み、同時に受託者

の高齢化(現在平均60歳)も進み、現在は13

班、28人の組織へ、受託面積も60㌶程度に縮

小してきている。特にこの受託農家には兼業

農家が多く、作業受託の担い手問題も危惧さ

れている。

さらに平成4年には農林事務局の農地利用

集積の専門機関として「農用地管理センタ

ー」が設立され、農協のOB1名が専従とし

て配置されている。このセンターの設立構想

によると、①農業後継者の不足、②農産物価

格の下落と過剰投資による農業所得の低下、

③転作問題、④中核農家の農業後継者問題と

拡大の限界傾向の4つの問題が指摘されてお

り、その解決には「新しい生産システム」の

確立が必要であるとしており、農業生産の大

規模化・高性能機械の導入の推進、そのため

の農地利用調整の主体として、管理センタ-

を設置する必要があるとしている。具体的な

機能としては、①農地貸借のあっせん、②貸

し手農家の登録、③受託組織や中核農家への

あっせん、④農地集積の推進をあげている。

さらに賃貸借のあっせんの対象とする土地利

用型の担い手の組織化にも取り組み、認定農

業者を含む75人からなる「経営者協議会」を

組織している(上述の「農作業班協議会」の

メンバーとは異なり専業に近い担い手で構成

される)。農地のあっせんの実績をみると、

平成4年は15㌶、平成5年は7.5㌶、平成6

年には15㌶となっており、徐々にではあるが

拡大傾向にある。

そして平成7年には「集落営農組合連絡協

議会」が設立されている(事務局は農協)。

協議会はもともと県の補助事業を各営農組合

に平等配分するために作られたもので、農機

具更新期の補助事業のあっせんを主としてい

る。しかし同時に水田転作の受け入れ体制の

確保という機能や、コメ品種再編の受け皿

(ときめき35)、さらにライスセンタ―利用

や農協の大口利用者割引の窓口の一本化、集

落営農間の意見交流・研修・技術普及といっ

た多様な位置づけが与えられている。

(3)組織再編と斐川町農業公社

上述の「農用地管理センター」が平成6年

9月に再編されて設立されたのが（財)斐川

町農業公社である。体制は前述農協OBの事
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務局長1人と後述の新規参入の研修生だけで、

きわめてシンプルである。

設立趣意書は農業公社設立のねらいとして

①研修事業による若い農業後継者の育成、②

遊休農地の中間保有による活用、③農地集積、

作業受委託の農地管理システムの確立、④低

コストの中核的農家の育成をあげる。つまり

「管理センタ―」が上げた地域農業の課題を

実現する実働部隊として、自らを再編したも

のだといえる。

現在公社が実施している事業は②の中間保

有農地を利用した①の新規参入者の研修事業

と、③の農地保有合理化事業と農作業の受委

託あっせん事業である。

前者については、現在4人の新規就農予定

者（このうち町内の農家子弟が2人)を受け

入れており、中間保有農地4.6㌶と3.9㌶の

稲作受託作業、さらに転作田を利用した0.3

㌶（タマネギ)を利用した研修が実施されて

いる。

農地保有合理化事業の農地のあっせん方法

は上述の「管理センター」当時の方法を踏襲

しており、①地域の農業委員が貸し手の情報

を収集し、公社の事務局長が中心となって借

り手にあっせんする(農協の営農指導員をし

ていた事務局長が担い手の状況に詳しい)、

②具体的には最初に集落内、振興区内を範囲

とし、事務局長と農業委員、地元農協役員が

調整し、多くの場合この範囲で相手がみつか

るという、③しかし借り手が集落内や振興区

内にいない場合には、集落・振興区と事務局

長が再度相談しながら集落外の借り手にあっ

せんするというものである。要するに地元集

落の農業委員や農協関係者、そして公社が協

力して農地流動化を末端で支えているので

ある。なお実績は平成7年6.6㌶、平成8年

8.0㌶、平成9年12.0㌶となっている。また

農作業受委託のあっせんは平成9年で育苗

2.3㌶、耕転4.0㌶、田植え7・2㌶、刈り取

り3.7㌶であり、上述の「農作業班協議会」

も公社の組織へと再編されている。

ところで現在、斐川町では米価の下落を背

景に小作料をめぐって新たな問題が生じてい

る。その前提として農業委員会の標準小作料

と町公社の合理化事業の用いる小作料とが基

本的に異なる考え方の上に設定されているこ

とを理解していただきたい。すなわち、農業

委員会ではあくまで土地の生産性に注目した

3段階(上田・中田・下田)の標準小作料を

設定している。農業委員会ではこれはあくま

で標準であって個々の小作料は当事者間で決

定すべきものであり、最終的には当事者が納

得の上で小作料を決定すべきとしている。こ

れに対して公社では特に圃場区画面積や団地

化の程度、乾湿等、機械作業の効率性に注目

した6段階の小作料を設定しており、全体と

して標準小作料よりも厳しく決定される。そ

の上で公社は現地を確認し適切と判断する小

作料水準を決定しており、耕作者の立場から

積極的に小作料決定に関与している。
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問題は近年の米価下落の下での両者の小作

料への介入の仕方で、公社は平成9年度、耕

作者の経営的立場から独自に小作料を全体と

して3千円引き下げた。その結果当然、一般

の利用権設定の耕作者からも農業委員会に対

して標準小作料の引き下げと、適切な小作料

水準を提示してほしいという要望が出された。

しかし農業委員会では小作料の改訂時期では

ないために、制度的に引き下げることが困難

だとして、最終的には農業委員会の農政委員

長談話として「担い手の収益が悪化している

ため、小作料を減免してほしい」旨を発表し、

地主・小作双方の話し合いによる解決を指導

するにとどまった。こうして結果的に二重の

小作料が存在するという問題が生じてしまっ

たのであるが、このことは米価変動期の小作

料水準のあり方、合意の方法が課題となって

いることを示している。

(4)農業公社の位置づけと地域農業の課題

斐川町の農業構造政策の特徴は、町内各地

の農業条件をふまえた重層的な担い手づくり

と、政策決定の一元化に支えられた重層的な

支援システムの形成にある。町農業公社の位

置づけも極めて明確で、新規参入者や新規就

農者の研修と農地保有合理化事業、農作業の

受委託の推進に集約される。すなわち将来

の地域農業の担い手として、認定農業者のみ

ならず集落営農や新規参入者をも視野に入れ

た重層的な担い手づくりを目指しており、そ

の支援体制は、認定農業者への農地集積は農

業委員会と公社が、新規参入者は公社が、そ

して集落営農は農協が、というように分担し

て対応しており、まさに重層的な担い手を重

層的な組織で育成するというシステムが形成

されているのである。

Ⅱ地域農業構造政策の課題と市町村農業公社

1.自治体農政論と今日の地域農業構造政策

本稿では市町村の地域農業政策と市町村農

業公社の位置づけ・機能について検討してき

たが、こうした市町村の農政については、高

橋正郎氏や金沢夏樹氏、小野誠志氏らを中心

に昭和50年代にすでに自治体農政論という形

で提起された経緯がある(注3)。

この自治体農政論について、たとえば高橋

氏は「地域農業の再編という課題は…個々の

農家、農業関連機関や団体が…相互に連携し、

全体としてそれぞれの機能が調整され、地域

農業が一つの単位としてその機能が拡大し…

個々の農家の経済的発展がもたらされる…こ

とにある」「この地域農業のト一夕リティー

の確立ともいえる再編課題について…主体論

的に接近するとき…市町村自治体がその再編

の担い手としてきわめて重要な役割を担う」

「その市町村自治体の行う地域農業への農業

施策を"自治体農政"と呼ぶ」(注4)とし

ており、市町村自治体の農政に注目して自治

体農政論を展開する。そしてその自治体農政

の成功事例の中から①独自の地域農業開発計

画、②自治体による総合的な指導の下に、地
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域の農業指導機関が固有の機能を発揮してい

ること、③集落機能を重視した地域コンセン

サスの形成と組織化、④市町村の地域マネー

ジメントという、成功の四つの要件を抽出し

ている(注5)。その上で国の農政との関わ

りでは「自治体農政とは国の農政の向こうを

張って独自の財源と制度をもって単独事業を

行うという意味でその独自性があるというの

では決して（なく)…リーダ―シップという

独自の手段によって（国の農政)を地域農業

に創意性と組織性をもっていかに生かし、い

かに運用するかという面にこそ、その自治体

農政の独自性がある」(注6)とする。この

ように昭和50年代の自治体農政論は、市町村

自治体のリーダーシップで農業関連機関を統

合し、かつ国の農政を地域適合的に活用する

点に特徴がある。

昭和50年代は水田転作が本格化し、現在か

らみれば「高額」な転作奨励金が助成されて

いた時期であり、全国各地で集団的土地利用

が取り組まれた時期でもある。また農政自体

が「地域農政特別対策事業」を発足して地域

を重視した時代でもあった。さらに食糧管理

法も維持されており、農産物の輸入自由化は

進められていたものの、国内農業生産がある

程度は政策的に追求されていた時代でもあっ

た。

こうした国の政策が50年代の自治体農政論

の背景にあった。

しかし、周知のように現在の地域農政をめ

ぐる環境は大きく変化した。ガット・ウルグ

アイラウンド合意は農産物の全面自由化時代

の到来を告げ、その合意に整合性をもたせる

べく米政策も大きく転換しつつある。水田転

作は一層強化されているが奨励金は引き下げ

られ、新食糧法の下では全生産者の転作参加

も保証されていない。こうした国の農政の

「萎縮」と「自由化」は結果的に多くの農家

の経営展望を喪失させ、担い手の空洞化を促

進させてきた(注7)。また農協組織も広域

合併と金融対策から農業生産指導事業が手薄

となっている。

こうした国の農政転換は対外的には政策調

和的であるが、地域農業には深刻な問題を投

げかける結果となっている。前述のように国

の農政は一層の規模拡大政策を唯一の生き残

り政策として掲げ、経営能力こそがこの危機

を乗り切る手段だとして、経営政策に大きく

シフトしている。その中で地域農業や地域農

政は徐々に後景へと押しやられつつあるよう

に思われる。

こうして現在求められている地域農政と昭

和50年代の自治体農政との決定的な違いは、

国の農政だけに依存していては地域農業振興

・活性化は困難であり、地域独自の農業施策

を展開しなければならないという点にある。

本稿ではこうした現段階の地域農政を「地

域農業構造政策」と表現している。あえて

「構造」という言葉を使うのには理由がある。

筆者がかつて島根県の横田町農業公社を調
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査した際、指導的立場にあった佐伯氏の「横

田町では新しい農業構造を作り上げなければ

農業は維持できない」という言葉が非常に印

象的だったからである。つまり自治体がある

べき将来の地域の農業構造を考える、そうい

う時代にあることを感じたのである。本稿の

ねらいは市町村農業公社の取り組みを通して、

この地域農業構造政策という地域独自の政策

の必要性を強調することにある。

2.地域農業構造政策と市町村農業公社

では三つの事例からどのような経験が導き

出せるのか、以下整理してみよう。

(1)多様な地域性と重層的な担い手

第一は同じ市町村内に多様な条件の地域を

抱え込み、その各地域の条件に対応した政策

が求められているということである。調査事

例の琴丘町では平坦地に整備完了の水田と未

整備水田があり、さらに担い手の欠如してい

る中山間地域も抱えている。岩美町でも平坦

水田地域と谷筋にそって存在する山間の未整

備水田がある。全域が平坦な斐川町でも担い

手のいる整備水田地域と担い手のいない未整

備水田の地域が半々を占めている。

こうした地域性は同時に担い手のあり方に

も違いを生じさせている。重要な点は認定農

業者への農地集積だけでは農地が維持できな

い地域が少なくないということである。そこ

に認定農業者、集落営農、高齢者、市町村農

業公社、新規参入者といった重層的な担い手

を位置づける必然性がある。

(2)推進体制の一元化と農業構造の合意形

成

第二は政策の推進体制の一元化が図られて

いたり、あるいはその必要が求められている

点である。そのひとつの典型が斐川町である。

斐川町では昭和30年代から地域農業関連諸機

関の統合を図り、共同して政策決定を行って

きた。同時に農作業の受託者や借り手農家と

いった生産者を組織化するとともに、近年に

は集落営農をも組織化している。また岩美町

では国の新政策以降の認定農業者を軸にする

政策と従来からの集落営農を軸とする政策、

また農協の特定の農業法人を軸とする政策が

混在しており、あるべき農業構造の合意が形

成されていないという問題に直面しているが、

農業公社の内部に共同で農業施策を協議する

場が設けられるなど、新しい動きがある。さ

らに琴丘町では役場主導の地域農業政策に対

して合併農協も共同した政策協議の意志を示

しており、今後の取り組みが注目されている。

このように、斐川町のように協議会方式を

とっていたり、岩美町のように公社内部に協

議の場を設けたりと協議の場は多様であるが、

重要な点は関連機関や農業者が地域の農業政

策決定に共同して参画・合意することで、将

来の農業構造の共通認識が形成されているこ

とである。

こうした合意形成には政策の継続性の確保

というメリットもある。市町村の農政セクショ
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ンや農業委員会事務局では、庁内人事で担当

者の異動が激しく、政策が蓄積されないとい

う問題点が指摘されている(注8)。この問

題点の克服が推進体制の一元化と合意形成に

よって可能となるといえよう。

(3)市町村農業公社の位置づけと公益性

事例では市町村農業公社が地域農業施策の

最も弱い部分を埋める組織として位置づけら

れている。琴丘町では山間地域の農地利用と

農業振興の実働部隊として、

岩美町では関連機関や農業者の統合と将来の

条件不利農地保全の実働部隊として、

そして斐川町では新規就農者の研修と認定農

業者の農地集積の実働部隊として位置づけら

れている。公社が設立され、こうした位置づ

けが与えられるのには、既存の国の政策では、

地域農業の最も弱い環に対して対応できない、

あるいは不十分であるという現実があるから

である。その意味で市町村農業公社は国の農

政と地域農業問題とのギャップを埋めるもの

だともいえよう。

問題は公社にこうした位置づけが付与され、

かつ財政等の支援が継続されるには、地域農

業にとって公社が公益性をもつことが不可欠

だという点にある(注9)。では何が公益性

を保証するのか。本稿の範囲でいえば、上の

(2)で述べた将来の地域農業構造の合意形

成と、政策実現の担い手としての公社の位置

づけの明確化ということになる。要するに地

域の関連機関や農業者が共同して地域農業問

題の所在を明確にし、共通の農業構造を模索

し、役割分担した上で、農業公社の必要性、

役割の合意を形成することである。また岩美

町農業公社のように公社運営に関連機関の代

表者や農業者が当たるなど、地域に開かれた

運営方式を取ることも、公益性を確保する上

で重要な手段となろう(注10)。農業公社の

財政問題もこうした取り組みの上で解決でき

るのではなかろうか(注11)。

(4)県農政の支援と連携

本稿では市町村の取り組みを中心に取り上

げているが、事例でも見たように県の独自施

策が市町村の農業施策を支えている点は見逃

せない。たとえば鳥取県や島根県では集落営

農や新規参入者支援等の独自の政策を展開し

ており、それが集落営農の推進や農業公社の

機能を引き出す役割を演じている。この県の

農政と市町村レベルの農政の関連については

今後さらに詰めていく必要があろう。

(5)農地流動化と市町村農業公社

最後は農地流動化と市町村農業公社の関連

である。制度的には農業委員会や流動化推進

員活動、農協の農作業受委託事業や農地保有

合理化法人活動、さらには県公社など、流動

化に取り組む主体はすでに多く、実績もある。

そうした中でなぜ市町村農業公社が流動化に

タッチするのか。全国の市町村農業公社の中

には流動化を促進するというよりも、大分県

のように公社の公益性を確保する手段として

農地保有合理化法人の資格を取得するよう指
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導しているところもある。しかし事例から指

摘できる点は、公社設立以前の地域の流動化

の取り組みが不十分であり、公社が介入した

ことで活性化がもたらされているということ

である。琴丘町では農地市場の整序や小作料

水準の引き下げという機能を果たしていたし、

斐川町では公社が米価変動に対応した担い手

重視の小作料政策を行っていた。くり返すが

そこには農業委員会事務局担当者の頻繁な人

事異動や小作料制度上の限界もある(注12)。

他方、市町村農業公社が農業委員会や農協

の営農指導員の役割を完全に代替できるかと

いうと、それはできない。この点で斐川町の

ように、農業委員と営農指導員と町農業公社

とが集落レベルで連携しながら流動化を推進

する取り組みは注目される。要するに当面は、

現実の流動化の問題点を共有しつっ、お互い

の組織の持つメリットを出し合い、活用しあ

いながら流動化を進めるということにつきる

のである。

[注]

(注1)宇佐美繁編著『日本農業一その構造

変動－』1997年、農林統計協会、67～69頁

(注2)安達正恒『農林業生産力論』1979

年、お茶の水書房、228頁

(注3)たとえば金沢夏樹編『農業経営と政

策』1985年、地球社の金沢論文と高橋論文、

高橋正郎・森昭共著『自治体農政と地域マ

ネージメント』1988年、明文書房、小野誠

志編『地域農業と自治体農政』年、明文書

房がある

(注4)上記『自治体農政と地域マネージメ

ント』4～5頁

(注5)高橋・森、同上書7頁

(注6)高橋・森、同上書12頁

(注7)田代洋一氏は『食糧主権』(1998年、

日本経済評論社)において、現段階の農業

問題を多国籍企業帝国主義段階の農業問題

と表現している

(注8)田代、同上書267頁

(注9)田代、同上書265頁

(注10)小田切徳美氏は市町村農業公社につ

いて、第三セクターの民主的統制が必要だ

と指摘する。また氏は市町村農業公社の統

合型農業公社への移行・発展を傾向として

指摘するが、本稿では発展段階としてでは

なく、市町村の地域農業構造政策に規定さ

れた公社の機能を重視する課題性視点から

整理したものである(小田切徳美「公社・

第三セクターと自治体農政」、小池恒男編

著『日本農業の展開と自治体農政の役割』

1998年、家の光協会)

(注11)市町村農業公社の財政問題について

は、長濱健一郎「市町村農業公社の現状と

課題」『都市と農村を結ぶ』No548、1997

年が詳しい

(注12)標準小作料制度をめぐっては廃止す

べきであるという意見もあるが、たとえば

事例の斐川町で引き下げを主張する認定農
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業者の意見をみると、それは農業委員会に

米価に見合った適切な小作料水準を、標準

小作料として提示してほしいというもので

ある。廃止ではなく適切な基準の提示が求

められている。

[付記]

本稿の事例調査のうち、秋田県琴丘町は

「農水省平成9年度改良資金調査」で、ま

た島根県斐川町は「農水省平成8年度大規

模借地経営の展開とその安定的発展方策に

関する調査研究」で筆者が調査したもので

ある。また鳥取県岩美町は「平成9年度高

崎市費助成研究」の成果の一部である。最

後になったが、調査に協力いただいた関係

各位に謝意を表したい。

なお本稿は平成10年8月のものであり、

その後の農業情勢の変化については直接と

り上げていない。

 

83


