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1はじめに

-もう一つの地域農業革新の道-

小泉内閣の登場以来、農業政策の見直し論

議の前面にも「構造改革」が頻繁に登場する

ようになった。皮切りが2001年夏の『農業構

造改革推進のための経営政策』(いわゆる経

営政策大綱)であり、食料・農業・農村白書

も、2001(平成13)年度版になって農業に関

する章題を「構造改革を通じた農業の持続可

能な発展」と変更した。さらに2002年4月の

「『食』と『農』の再生プラン」でも

「『食』を支える『農』の構造改革の加速

化」を標榜し、同6月の「生産調整に関する

研究会」の「米政策の総合的検証と対応方向

(米政策の再構築に向けた中間取りまと

め)」でも「構造展望実現に向けた改革加

速」を強く打ち出すなど、まさに「構造改

革」一色と言ってよい。

水田農業における「構造改革」とは、たて

まえを言えば「効率的かつ安定的な農業経営」

が生産の相当部分を占める構造を実現してい

くことであり、その実現のために「育成すべ

き農業経営」の対象範囲を明確にしながら、

法人化の推進、人材確保、農地の利用集積、

制度資金の再構築などの施策を集中していく

ということになる。こうした方向や施策手法

は必ずしも新しいものではない。ここで注目

したいのは、その構造改革推進の単位を「集

落程度の広がりを持った地域」とし、その地

域で水田農業再編計画を策定し、担い手に生

産の集約を図るとして、集落程度の地域を構

造改革の「場」としてより鮮明に位置づけよ

うとしていることである。

そもそも水田農業などの土地利用型農業は

それ自体根強い地域的性格を持っており、集

落程度の地域は確かに水田農業における構造

問題解決の基本単位となっていくであろう。

そうであるとすれば、集落程度の地域に依拠

して土地利用型経営の確立を図ろうというの

も当然のことと考えられる。問題は、その集

落程度の地域と、言うところの構造改革が両

立する関係にあるのかどうかという点にある。

別な言葉で言えば、構造改革を進めるには、

その前提として地域の秩序崩壊を防止して、

地域の安心・安全と展望を確保する地域政策

を先行させるか、あるいは少なくとも同時に

行われる必要があると考えられるのである。

だが、このたびの政策転換論議にあたって登

場した地域単位重視の考え方は、あくまで
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「育成すべき農業経営」を育成していく単位

=場としてのそれであり、構造改革とは独立

的にその前提として行われる地域政策ではな

い1)。しかしこれでは、集落程度の地域に問

題を押しつけてコトを進めようとしているこ

とになるのではないか。その両者の両立を保

証する地域農業の革新の道はないのであろう

か。

本稿では、こうしたことを念頭に、今日に

おける集落程度の地域と構造問題のあり方を

事例検討を通じて考察することがねらいであ

る。以下で取り上げるのは、筆者の在住する

秋田県において農業を産業的に成功に導いて

きた代表的な事例として知られる二つの集落

事例である。そうした産業的な一定の成功へ

の注目が両集落を取り上げる主な理由である。

同時に本稿の特徴の一つは、事例検討の視点

を対象事例における農業者などの行動の特徴

が産業面からだけでなく生活面と密接に絡ん

でいることを重視して、産業視点と生活視点

の両方に拡充して捉えようとするところにあ

る。本稿で重視する「コミュニティ形成こそ

が地域農業革新の内発的な原動力である」と

いう点は、そうした拡充した視点を据えたと

き初めて明らかになってくる。本稿の政策的

示唆は、端的に言えば、集落程度の地域にお

いて本来行われるべき構造改革とは、そうし

た内発力の発現や発展を促進することに他な

らないというものであるが、その具体的な内

容は以下の叙述に譲ることにしよう。

もっとも、本稿の知見は、それ自体他産業

の発達が比較的遅れた東北地方の少ない事例

検討から得られたもので、たしかに東北的・

秋田的バイアスがかかっているということを

率直に認めなければならない。したがって諸

現象の一般化には慎重でなければならない。

だが、それだけに農業という産業振興と集落

活動の関係の原型を確認することにっながっ

ているのではないかとも考えられる。

2 コミュニティ形成による地域農業の革新

-平鹿郡十文字町中村集落の事例2)-

1)地域の概況

十文字町は、秋田県南部における交通の要

所を占め、古くから商業の栄えた町である。

したがって事業所数や第三次産業就業者比率

が41.3%と周辺町村の中では比較的高いが、

耕地は平坦で水田率が94%を占める稲単作地

域である。1戸当たり耕地面積は154a(00

年)で必ずしも大きいとは言えないが、水稲

の収量水準や耕地面積当たりの生産農業所得

など、単位面積当たり経済性諸指標が県内最

上位の一つに位置し、秋田県を代表する農業

地域となっている。これは、この地帯が伝統

的に高収量地帯であることに加えて、85年か

ら住民と町行政の協働で取り組まれてきた農

業振興計画運動3)によって、野菜・花卉・

畜産等の粗生産額を飛躍的に増大させてきた

ことによる。中村集落はその代表事例の1つ
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である。

中村集落の歴史は古く、1651(慶安4)年

頃の新田開発によってできたむらである。泥

炭地帯で土壌条件が悪く、かっては過酷な土

壌改良に取り組んできた。現在の勤勉なむら

人の気風や祖先への感謝、自然崇拝等の心象

も、このようなむらの歴史の中から生まれた

ものであろう4)。また、現在は開田されてい

るが、戦前まではむら共有の河川敷に「こう

ぞ」「桑」が栽植され、和紙の生産や養蚕が

盛んに営まれ、同時に多品目にわたる野菜が

導入され、むら人は周辺市町村の市日を中心

に出店・販売して貴重な現金収入源としてき

た。この当時からの野菜の技術蓄積・複合経

営の経験が今日のすいか・花卉栽培の基礎を

築いたと見て良い。

2)中村集落における生産活動の展開とむ

ら組織

(1)中村集落における稲・花卉・すいか複

合経営の到達点と課題

中村集落の世帯数は86戸で、うち農家数が

61戸(00年)と比較的戸数が多いむらである

が、純農村地帯のため農家率が71%と高い。

経営耕地面積規模に見ると、1ha以下が26戸

(内自給的農家が12戸)、1～2haが14戸、

2～3haが10戸、3～5haが9戸、5ha以上

が2戸と、1ha以下層が43%を占める反面で

3ha以上層も18%に達し、中間層がやや薄い

構成になっている。また専兼別には、専業農

家が5戸(8%)、1兼が13戸(21%)、2

兼が31戸(51%)、自給的農家が12戸(20

%)で、町平均に対して専業と第一種兼業農

家がやや厚い構成になっている。複合経営農

家が21戸(34%、内準単一経営25%)と約1

/3を占め、販売1位の部門別には花卉が8

戸に達し、露地野菜(すいか)も3戸に及ん

でいる。販売規模別にも、1,000万円以上の

販売農家が13戸(21%)に達している。これ

らの成果は、後述するように2ha以上層を中

心とする、稲・花卉・すいかなどの複合経営

の確立によるものである。

しかし、95年時点に比較すると、中村集落

の農業も他集落と同様に大きな後退を示す。

すなわちこの5年間に農家数が12戸も減少し、

前述の運動の中で増加し、95年に11戸(15

%)を数えた専業農家が、2000年には5戸ま

で減少した。95年以降の米価の下落と花卉販

売額の伸び悩みが、再度兼業化に向かわせた

結果であろう。しかも1ha以下の稲単作農家

も多かったことから、世帯構成別には1世代

世帯農家が16%に達している。これらの多く

は「じいちゃん・ばあちゃんだけ」の経営で

あり、今後更なる農家数の減少が危惧される。

(2)生産活動の展開

① 稲単作・出稼ぎ期(戦後から60年代

半ば頃まで)

河川敷も開田され、戦後から60年代半ば頃

までは、個別経営による稲単作農業を営々と
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継続してきた。高度経済成長期の生活費の高

騰に対応するため出稼ぎが強化され、稲単作

・出稼ぎがむらの支配的な経営形態であった。

②花卉部門導入・拡大から定着期まで

(60年代半ば～80年半ば)

米過剰問題が表面化しつつあった60年代の

終わり頃、米だけに頼った農業からの脱却を

目指して、花卉が複合部門として一部農家に

導入された。しかし、当時は技術がまだ確立

されず、失敗の連続であった。同町に花卉が

定着して行く過程には、中村集落に根を置く

2つの流れがあった5・6)。双方のグループと

も主として秋田市場に出荷していたのだが、

生産量の増大に伴い、狭小な地方の市場では

間もなく供給過剰となり、価格の低迷、暴落

を引き起こすこととなった。このため、これ

を契機として双方の間で東京等の中央市場に

向けた対応策が検討され、83年に2つのグル

ープを統合して一本化し、翌84年には「十文

字町花き研究会=出荷組合」を結成するに至

った7)。

③ 稲作生産の基盤整備確立とすいかの

定着期(70年代半ば～80年代初期)

花卉部門の導入・拡大期に並行して、水田

の基盤整備を実施し、転作畑にはすいかの栽

培を定着させていった。すなわち72～75年、

県営圃場整備事業が生産調整の開始と相前後

して実施され、30a区画の圃場が完成したた

め、稲作部門が省力化され、花卉等の複合部

門を拡大する基礎が確立した。圃場整備が完

成した75年には「中村(集落の)営農部」と

して会員30人で、当時秋田県で推進していた

集落農場化事業の指定集落に認定され、稲作

の省力化と花卉・すいか等複合部門の拡大に

よる複合経営の推進に向けた話し合いが重ね

られたが、機械の共同利用などとして集落農

場化の「事業」指定を受ける機運は熟さなか

った。折から開始された生産調整への取り組

みでは、当初は大豆の作付が多かったものの、

次第に隣接の雄物川町谷地地区で急速に栽培

面積の伸びたすいかや、集落内一部農家に定

着した菊栽培に目が向けられていった。すい

かは比較的高齢の経営主層を中心に、花卉は

若い後継者層へとそれぞれ機能分担を含みっ

つ、拡大が図られていった。

④稲作・花卉・すいか複合経営確立期

(80年代半ば以降)

花卉部門では、「花卉研究会」を中心に86

年には「地元生産の花を知ってもらう」「仲

間を増やそう」と「十文字町花のフェスチバ

ル」を開催し、80年代後半からはこれまでの

菊の専作体系からゆり・スターチス・らん等

の洋花も導入し、周年出荷体制を確立しっつ

ある。

これらの過程では、町・JAが88年～91年

に実施した「振興作物拡大対策事業」や91年

から93年の「農業後継者就農促進対策事業」

3'などの施策が、ハウス導入の促進と後継

者の国内外花卉研修等を通じて産地形成・確

立に大きく貢献した。こうして花卉部門は、
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中村集落を出発点に十文字町全体、さらには

合併JAの花卉へと大きく展開し、販売額を

伸ばしてきた。すなわち同町のJA販売実績

は、90年時点にすでに約1億円に達し、3年

後の93年には約2億円に、97年には3億円を

上回り、99年現在で3.8億円に達した。しか

し、最近はその伸びがやや停滞している。.

一方稲作部門では、97年になって初めて機

械利用の共同化の動きが現れた。6人の仲間

で「中村カントリー利用組合」が組織され、

6条のグレンタンク付き自脱型コンバインが

導入されたのである。2002年現在、組合員の

水田面積11haに加え、集落内員外利用6ha・

集落外1.2ha、合計18.2haに及ぶ作業が消化

され、秋作業の省力化・低コスト化が図られ

ている。これ以外の作業は、2ha以上層とそ

れ以下層が作業受委託で結合し、コスト低減

が追求されている。

(3)中村集落におけるむら組織・生産組織

と活動

① むら組織と活動

兼業化が深化した今日、多くの集落では、

夜寝るために戻る下宿屋的な集落と化した。

行政・JAからの連絡事項もむら組織はパス

して「行政連絡員」等がただ伝達するだけで、

伝統的な行事や「むらびとたち同士の話し合

い活動」も大幅に後退しつつある。

しかし中村集落では年間10回以上に及ぶ祭

典や、祭礼が現在もまだ継承されており、こ

れが世代を越えたコミュニケーションの場と

もなっている3)。花卉やすいか部門の拡大も、

これらの諸行事や日常生活における役割分担、

「話し合い活動」による情報交換、教育宣伝

の活動によるところが極めて大きいのである。

それらのコミュニティ形成がいかに集落の農

業革新に結びついているのであろうか。

図1は、中村集落のむら組織である。

「行政委員」「JA支部長」も置かれてい

るが、集落の諸企画・運営の多くは民主的に

選出された9人の村方評議員が当たり、むら

の自治機能を維持する役割を果たしている。

まず村方評議会は、次の5部門を直接掌握

する。1つは集落運営費の出納(庶務会計)、

2つは町一斉清掃・アメシロ防除・公共施設

の除草等の実施(環境係)、3つは祭典に関

する行事で、これまでは青年会主体で各種祭

典が行われてきたが、青年層が花卉等の生産

に専念できるよう、祭典に関わる全てが高齢

者中心の村方評議会で担当する等分担を明確

化した。4つが集落会館や防火用水漕の管理

(公共施設管理者)、5つが集落内消雪用ポ

ンプ施設と消雪溝の維持管理(消雪組合)で、

いずれも自主的で快適な生活を維持していく

上で欠かせない機能である。10班編制の隣組

みを中心にした「班」が、これらを補完する

役割を果たしている。

次いで諸団体に対する助成である。中村集

落には、老人クラブ:親子会・書道教室など

趣味の会等、自主的な運営組織の数は多い。
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図1 中村集落のむら組織と農業組織
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村方評議会はこれら諸組織の活動を支援し、

必要に応じて活動費を支給する。

②農業生産者組織と活動

中村集落の生産者組織は、かっての集落農

場を受け継いだ稲作研究会と転作組合があり、

全農家がこれに組織されている。特に転作組

合は、その事業量が大きいだけに3年で半数

が交代する6年任期の役員6人に、集落選出

のJA理事・町会議員・農業委員・土地改良

区理事・共済組合理事の5人を加え、配分面

積の決定や互助方式等の生産調整業務を遂行

する。以上のそれぞれの組織の下に実働部隊

として、「CE利用組合」(委託者を含め13

人の組織)、「すいか栽培組織」(経営主中

心の19人)、「花卉研究会」(後継者中心に

15人)があり、すでに述べた活発な活動を展

開している。もう1つ、JAの下部組織とし

てJA中村婦人部(婦人部・若妻会・生活改

善グループから形成されている)があり、以

上の全体がJA中村支部(農業班)として統

括されている。

このJA中村支部は、もちろん農業に関す

る諸般の事業を行う自主的な組織である。し

かし、村方評議会から、「行政委員」「農業

班」両者兼務の会計1人が派遣され(「行政

委員」「農業班」それぞれには、1.5人の会

計が居ることになる)、集落全体の運営・収

支が円滑に行われるシステムが確立されてい

る。

③ むら組織の活動拠点としての集落会

館

戦後から50年ごろまでは、これらの各種む

ら・生産組織活動は、集落内有力者の個人宅

が利用されていた。その後、神社(山の神)

の建設とともにこれに拠点を移し、活動を継

続してきたが、70年の集落会館設置(小学校

の古材利用)以降は、生産組織活動の一部が

個人宅・ハウスやJA施設を利用する以外、

全ての活動が集落会館を中心に展開されてい

る。

表1はその活動状況を示したものである。

年間の会館利用回数は、100回以上に及ぶ。

01年には141回の利用が見られるが、その80

%は村方関連の活動で、特に村方から活動費

の助成を受ける老人クラブ・親子会・書道な

ど趣味の会が約半数を占め、むらのコミュニ

ティ形成に力点が置かれていることが分かる。

集落の自治を維持すべき消防・交通安全に加

えて、集落座談会等村方の諸会合が多いこと

が特徴的である。

農業関係は先に上げた理由からやや少ない

が、祭典関係や各種助成団体での集会が極め

て多い。これが人々の関係を密接にしてむら

の活力を維持させ、花卉・すいか等の複合部

門定着や稲作の機械利用の共同化に一定の役

割を果たしてきた。

3)中村集落の農家階層構成と営農発展にお

ける役割
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表1中村集落会館利用実績

図2労働力の異種経営間結合、雇用労働力リレー方式、ゆい結合('93年現在)
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表2は、中村集落農家の農業生産の状況や

むら組織の役員活動等を一覧したものである。

農業生産の面では、花卉研究会参加農家の

殆どが95年頃までは専業農家であったことか

ら、水田面積も大きく15戸全てが経営耕地面

積250a以上の農家である。しかも、その殆

どが後継者層を抱える農家である。したがっ

て、これら農家の多くは3～2世代世帯であ

り、集落内稲作主要作業の担い手(作業・経

営受託)でもあり、むら組織の役員の大半も

これらの農家が担っている。2000年現在で専

業的な農家5戸は、「稲作300a以上・後継

者が花卉・経営主がすいかを担当する」複合

経営である。

一方、100～300a層ですいか部門を導入し

ている農家は、その全てが2世代世帯で、稲

作は個別完結的であるが、農業後継者は不在

である。この層には村方等のむら組織や転作

組合の役員を分担する農家も多い。彼らは、

米価の下落、すいか価格の低迷という不安定

要素も抱えているが、現在のところむら活動

を支える主要な担い手層でもある。

100a未満層の多くは2兼農家で、稲作主

要作業を委託している階層で、むら組織の役

員も少ない。しかし、輪番制を原則とする

「班」の班長としての活動や助成団体、祭典

の最大の支え手として、むら組織の活性化に

一定の役割を果たしている。

以上の各層の農家は、中村集落の営農発展

にどのように関わってきたのであろうか。稲

作部門の維持対策と花卉部門の導入・定着に

果たしたそれぞれの役割は次の通りである。

稲作では、CE利用組合(自脱コンバイン

共同利用)以外に組織化の動きが見あたらな

い。しかし、個別相対での作業受委託は、規

模の大きい受託層にとって農繁期にやや過重

な労働をもたらすとはいえ、機械費を軽減さ

せっっ稲作所得を向上させる役割を果たして

いる。一方、100a以下層を中心とする委託

農家は、稲作主要作業を委託することを通じ

てその経営を維持している。したがって、

200a以上層の経営の複合的な拡大やCE組

合の組織化等は集落全体の稲作経営を維持し、

またむら活動を支える重要な任務を負ってい

ることになる。

花卉部門の導入・定着においてはどうであ

ろうか。それは、技術・経営指導面すなわち

ブラザー制と、経営拡大を支える雇用労働力

の確保の面に顕著に現れている。

前者のブラザー制とは、「花き研究会=出

荷組合」で新たな仲間づくり、後継者育成を

図るために作った制度である。これは、花卉

栽培を始めようとする若い農業後継者に対し

て技術・経営的な失敗を許さないために、花

卉栽培のベテラン2人を「自分のブラザー

(先生)」として選択させるものである。依

頼を受けたブラザーは、相手によっては断る

ことができるが、いったん引き受けたら指導

は3年間に及ぶ。新人に出向いて教えること

もあるが、新人がブラザーの元に通って学ぶ
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表2中村集落の農家一覧と
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農業

組織・むら組織の役員担当状況

一11-一一



のが普通である。ブラザーは名誉称号で、経

済的な報償は全くない。花卉の研究会員にと

っては、自分らの周りに仲間を増やし、むら

や農業の担い手を1人でも多く確保し、また

集団の力を大きくして市場に有利に対応しよ

うとするもので、むら的な発想に基づいた制

度である。これらは、祭典や助成団体活動の

中で培われてきたものである3)。

後者は、花卉経営の拡大・安定を実現する

ための雇用労働力の確保対策である。H氏た

ちの対応を図2に示した。H氏たちは、次の

3つの方法を同時に追求している。1つは、

花卉栽培技術の熟練労働力確保対策である。

集落内の菊栽培農家4戸(出荷組合員)が共

同で、集落内から常雇的な女性雇用労働力3

人と臨時雇い女性1人を夏期間を通して確保

し、4戸農家で雇用日を調整しつつ(1戸で

1人を雇用するより作業に合わせて調整しや

すい)、作業を消化し規模拡大を実現してい

る。雇用する側同士や被雇用者側との日常的

な付き合いや話し合いなどコミュニティが形

成されていないならば、これら雇用形態の採

用は実現不可能である。コミュニティ形成が

花卉部門の規模拡大を支えている。

2つは、就労期間を異にするりんご共選場

との労働力の共同利用である。これによって

H氏は9月以降の雇用はできないにしても、

8月末までは安定的な雇用を確保できること

になる。当然、作業の進捗状況によっては、

他の花卉農家にも、これら労力は斡旋される

ことになる。

3つは、ゆり栽培農家3戸による球根植え

付け作業の「ゆい」である。ゆい作業こそは

農家相互の信頼関係が前提で、集落内におけ

る話し合い活動と情報交換が不可欠なシステ

ムと言えよう。また、組み作業人数が30人に

及ぶ作業員の調達も3人が分担し、かつ「ゆ

い」をすることによって初めて可能となる

5)
。

4)むすび

以上のように、中村集落の稲・花卉・すい

か複合経営は、町の「振興作物拡大対策事

業」等の支援を受けながら、一方で集落内で

はブラザー制や雇用労働力の集落内調整等に

支えられて仲間を増やしつつ、その規模拡大

を図ってきたものである。農業情勢が厳しい

今日、若い後継者に花卉栽培を導入させ、専

業農家として自立させるためには、正確な情

報の提供と情熱的でかつ誠意を込めた説得が

不可欠であることは想像に難くない。同時に

それらは、同集落の10数回に及ぶ祭典や各種

助成団体における多様な活動の中で培われた

ものと言っても過言ではない。

しかも表2で見たように、稲・花卉複合経

営農家の多くは、むら組織の担い手であると

同時に、100a以下層の稲作主要作業の受託

農家として、これら農家の稲作経営を維持す

る役割を担ってきた。

他方では、100a以下の兼業農家や花卉を

12



導入していない農家の女性たちは、雇用労働

力として、稲・花卉複合農家を支える役割を

果たしているのである。リレー方式の遂行や

「ゆい」作業は、農家間の密接な情報交換、

日常の話し合い活動無くしてはあり得ない。

要するにむらにおけるコミュニティ形成活動

は、自主的で快適なむら生活を維持するとと

もに、生産面でも担い手・支え手の調整機能

を果たし、集落における営農の活性化に大き

な役割を果たしていることになる。

しかし、表2でその一端を見たように、こ

れ以上の米価の下落やすいかの価格不安定は、

とくに100～200a層の経営を圧迫するととも

に、100a以下層の農業から離脱を促進し、

中村集落の強固なむら組織ひいては活発なコ

ミュニティ形成活動の弱体化をもたらしかね

ない。

したがって今後は、花卉部門の一層の強化

や新しい野菜等への挑戦、稲作におけるより

高度な機械共同利用組織の構築など、新たな

集落営農方式への取り組みを視野に入れた活

動が重要となってくるであろう。

3コミュニティ形成による地域農業の革新Ⅱ

-能代市河戸川集落の事例8)-

1)地域の概況

秋田県能代市の農業は米代川下流域の沖積

土壌を中心に稲作を主体とする。だが、1968

年から89年にかけて行われた農地開発事業に

より洪積台地に水田とともに畑地が造成され

たため、みょうが・ねぎ・キャベツ等の露地

野菜の一大産地となってきた。

河戸川集落は、能代市南西部の市街地に隣

接している。村の歴史は古く、江戸初期の新

田開発によってできたむらと言われる。もと

もと溜池依存であったため旱害を蒙ることが

多く、その改良に腐心してきた。勤勉なむら

人の気風や生産基盤の改良に勤めてきた先人

たちを顕彰し、敬う人々の姿勢もこうしたむ

らの歴史から生まれたものであろう。戦後、

1954(昭和29)年に集落単位の河戸川土地改

良区を設立し、翌55年には積寒法による灌排

事業として地区内東部の溜池堤塘嵩上げに着

手し、水田の区画整理も実施したが、早い時

期の整備だったこともあり、水田区画は10～

30aと狭い。また、集落に連なる砂丘畑を利

用して露地野菜主体の生産を行い、能代市街

地へ振り売りしていたが、60年代半ばから同

所に木材工業団地・自動車関連事業所等の建

設、宅地分譲により集落の畑地が減少した。

このため同土地改良区では、71年から75年に

かけて集落西部の松林を県営農地開発事業に

取り組み、106haの畑地を造成した。これに

より、さらに「ねぎ」を中心とする野菜生産

が盛んとなり、比較的規模の大きい複合経営

を輩出して現在に至っている。

河戸川集落の世帯数は2002年現在、155戸

である。うち農家数は64戸、農家率41%、非

農家数が91戸と、非農家の進出が目立ち、地
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方都市の市街地に接する近郊集落の様相を呈

している。集落の農家を経営耕地面積規模別

に見ると、自給的農家が5戸、1ha未満が12

戸、1～2haが16戸、2～3haが8戸、3～

5haが6戸、5ha以上が17戸と、3ha以上が

36%、5ha以上が27%と規模上層が厚い構成

になっている。専兼別には、専業農家が13戸

(うち男子生産年齢人口がいる農家が12戸)、

一兼が15戸、二兼が31戸と、専業農家が20%

と厚い構成である。また、複合経営農家が25

戸(39%、うち準単一経営が21戸)と4割近

くを占める。これらは、後述するような内容

の3ha以上層を中心とする田畑作家族複合経

営の確立によるものである。

しかし、河戸川集落といえども、近年の農

業後退は顕著である。すなわち95年から2000

年の5年間に農家数が8戸、11%減少し、17

戸を数えていた専業農家も4戸減少した。95

年以降、WTO下で進んだ米価下落と野菜価

格の暴落が農産物販売額の伸びを抑え、兼業

化に向かわせた結果である。しかし、耕作放

棄地が対耕地面積比わずか0.8%ときわめて

低く、5年前より抑制するなど、集落の農地

は実に周到に利用されている。

2)河戸川集落における農業生産活動の展開

とむら組織の活動

(1)研究会期(1953～70年畑地造成前)

戦後における秋田県農業の組織化の歴史を

振り返ると、その源流に戦後自作農たちが自

主的に始めた農事研究会の活動が位置してい

ると見られる。河戸川集落においても、1953

(昭和28)年早くも「河戸川農事研究会」が

設立された。注目されるのは、これが「戦前

からあった(郷土芸能の)番楽の愛好会が発

展してできたもの」9)で、むらの文化活動を

基盤にしたものであったという点である。同

研究会は、食糧増産がさけばれ米作技術の革

新が望まれるようになって、「技術面での研

究会的な性格が強くなり、機械の導入と同時

に防除、田植えなどの共同作業まで」9).行う

ようになっていった。

Ⅰ959(昭和34)年には、こうした農事研究

会の流れに加えて、①4HクラブOBの隣近

所の若者5名による農業研究グループ「愛農

会」(1953年発足)、②夫が能代市内などに

はたらきに出ているため、農作業を一手に引

き受けていたいわゆる「カアチャン農業」

(農協婦人部)グループ、③農協青年部、④

20代の世帯主たちによる4Hクラブの各グル

ープが代表者を出し、野菜の出荷調整を直接

の目的とする連絡協議会「河戸川営農研究

会」を作った。同集落の当時の農家戸数は

118戸、水田面積は127ha、砂丘地中心の畑は

33haであったが、「営農研究会」には5グル

ープ42戸、水田61ha、畑18haという農業中心

の農家が結集した。

このように河戸川集落の研究会活動には、

稲作を中心とする農事研究会の流れだけでな

く、野菜の栽培技術の向上と出荷調整による
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産地づくりを進める営農研究会という二つの

流れがあった。その後、この二つの潮流は

1963(昭和38)年に「河戸川農事連絡協議会

・河戸川野菜出荷組合」に合同・再編され、

さらに1971年に農協に野菜部会が結成された

ため、それ以降は農協との協力のもとでその

活動を強化するようになった。

また、河戸川集落の研究会活動において特

徴的なのは、集落の同年代の農家同士が話し

合える場として年齢別研究会組織を作り、定

期的に集まる機会を作ってきたことである。

前述の「愛農会」(現在70歳以上、活動停

止)に続き、1963年に「農耕会」(現在60歳

代)、70年に「農猛会」(50歳代)、80年に

「米好会」(40歳代)、82年に「精耕会」

(30歳代)、93年に「伸農会」(20歳代)が

次々と作られてきた。こうした諸組織を通じ

て徹底したコミュニケーションを図ることに

よって稲作・野菜作の栽培技術は向上し、他

の集落や地域まで波及して65年には県指定野

菜産地になった。

(2)個別複合経営強化期(1971年～94年

ねぎを中心に複合部門の強化)

1960年代半ばから、高度経済成長の波は能

代市にまで及び、河戸川集落周辺でも木材工

業団地・自動車関連事業所等が建設され、宅

地分譲が進められた。それにより河戸川集落

の畑地が減少したため、1971年から75年にか

けて県営開畑事業によって集落西部の松林を

畑地として造成することとした。それは3.3

億円の巨額を投じ、106haの畑地を造成して

105戸の農家が畑地を取得するという大事業

であったが、前述のような野菜作への熱心な

取り組みの歴史と集落農家が作目ごとだけで

なく、年齢ごとにも交流研究する縦横の密接

な合意形成の組織体制があって初めて可能と

なったものであろう。

砂丘畑には地下水をポンプで汲み上げる潅

概配水設備を設けたので、ねぎ等の野菜を本

格的に導入する農家が増加し、能代市は1975

年には秋田県第1号の国の秋冬ねぎの産地指

定を受けるに至った。その後も河戸川集落で

は、80年に管理機、皮むき機、83年に半自動

移植機、夏ねぎ栽培の導入、85年に春ねぎ栽

培の導入、93年にチェーンポット栽培や簡易

移植機の導入により定植作業を省力化してね

ぎ栽培の作型を拡大し、機械化一貫体系を確

立するとともに、ねぎの前作にキャベツ・は

くさいを作付し、連作障害を回避して安定生

産を心がけている。これらの取り組みによっ

て河戸川集落では、水稲作プラスねぎを中心

とした野菜作複合経営農家が確立してきたが、

この背景には研究会組織の縦横の活動がある

ことは前述したとおりである。また、能代市

の地方卸売市場が地域地場野菜を地域消費者

へ提供する産地市場として積極的な運営をし

てきたことも見逃せない。河戸川集落の中心

農家はこの市場の株主でもあり、ともに野菜

産地を育成してきたからである。
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(3)新たな生産者組織活動期(95年～現在

河の流れ塾結成)

河戸川集落農家は、こうして濃密な学習と

情報交換を基盤にして個々に田畑作を拡大し、

複合経営の向上を進めてきたが、先述の通り

集落の農業労働力の兼業化・高齢化の進行に

は避けがたいものがあった。そこで、集落の

20～50歳代の専業的な農家11戸が、時代の変

化に対応して集落の農業を発展させることを

目標に、新たな年齢横断的な農業生産者組織

「河の流れ塾」を結成した。同塾は、自分

たちの工夫と研究で地域の農業を将来の農業

後継者に引き継げる基盤作りを進めようと

するもので、将来を展望した経営理念として

3C農業(Cleanきれいな、Clever賢い、

Comfortable.ゆとりある)を掲げた。同集落

農業の実態に合わせ、組織を大きく稲作受託

部門と畑作部門に分けて活動することとした。

稲作受託部門では、近年の低米価・稲作所得

の低下に対応するため、機械の共同利用を進

め、集落内外の兼業農家・高齢農家からの作

業委託も引き受け(6戸)、さらに約50haの

処理能力を持つライス・センターを4戸で運

営することとした。稲作農業の高生産性・低

コスト・高所得を追求するとともに、作業受

託を通じた集落農地の保全を意図している。

さらに畑作部門では、野菜生産の拡充のため

の研究活動を進め、2000年にはアンテナ・シ

ョップ機能を担うと同時に消費者との交流の

場を意図して、同市の専業的農家集団ととも

に同集落の国道沿いに直売所「ねぎっこ村」

を開設し、共同運営に踏み切った。

(4)むら組織活動の特徴

同集落は、もともと藩政村の大字集落であ

る。上述の農業生産活動と密接に関連してむ

らの自治活動が行われてきた(図3)。

自治組織としての同集落は住民全世帯を構

成員とするが、自治会の役員会は3年任期の

会長、副会長、会計、会計監事の5名を中心

として農家(土地持ち非農家も含む)からな

る1～5班、新住民非農家で構成される第6

班の6名の1年任期の班長から構成される。

役員会では、たとえば集会所の建て替え

(2001年度)や集落内橋脚の架け替えなど集

落住民全体にかかわる重要事項の協議・取り

まとめや市役所等との折衝などを担当し、納

税組合や交通安全会、消防団等すでに住民組

織の中にビルトインされている日常的な行政

情報伝達などについては直接班ごとに全戸に

届けられる。このように、自治会組織は生活

基盤条件の維持改善を担当するが、生活に彩

りを与える諸行事は集落内の諸組織が担う。

同集落には、その真ん中に熊野神社と集会

所があり、その隣に保育所がある。季節季節

の節目に行われる諸行事はこの界隈を中心に

なされる。年中行事には、①春四月、農耕期

前の桜祭り(花見会)、②六月の野球大会、

③七月の保育所主催の子供七夕、④八月の集

落出身者が首都圏などから戻ってくる盆踊り、
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図3河戸川集落のむら組織と農業組織
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⑤十月の芸能大会などがある。その主催は、

①④は20～30歳代の青年会と彼らよりはやや

年嵩の45才未満者で構成する興友会の共同、

③は保母さんと父母の共同、②⑤は自治会主

催実行委員会方式で行われる。

同集落の最大の行事は、四年に一度、4月

28日に行われる熊野神社の渡郷祭のおみこし

担ぎである。このときは、同神社の御神輿郷

中と産土(うぶすな)様という番楽組織の構

成員が集落をあげてコトに当たる。戦後最初

の生産者組織、農事研究会が番楽愛好会から

生まれたことは先述したが、むら人たちの密

接な人的交流の基底にはこの神事があったと

言ってもよいであろう。ところが、戦後高度

経済成長の波が押し寄せてきた1960年代半ば、

若者が集落から流出して担ぎ手が少なくなり、

残った人たちも農業だけでは食べていけずに

日稼ぎに忙しくなったことなどから、この伝

統の神事はとぎれてしまった。

その再開は集落の年輩者などの長年の願望

であったが、ようやく復活にこぎつけたのは

20余年を経た1990(平成2)年のことであっ

た。その年、集落に20歳代の農家非農家の横

断的な交流組織である「つまようじの会」が

作られ、おみこしの担ぎ手に非農家新住民が

加わったことが大きかった。上述の農家の年

齢別組織などを通じた活発な交流や集落の年

中諸行事を通じた農家非農家間の密接な交流

の積み重ねが非農家新住民を動かし、伝統行`

事の担い手の再組織化につながったのである。

こうした活動の一端を集落会館の利用記録

によって見ておこう(表3)。直近4年間の

年間利用回数が46～62回、利用延べ人員が

578～766名となっている。概括的に言うと、

10日に1～2回、集落人口を超える延べ人員

が集落会館に出入りしていることになる。

2001年を例に取ると、最も多いのが神社・御

輿、盆踊り・野球大会(連動行事)、興友会

などの交流イベント主催の準備などに関わる

もので、合わせて21回、225名あった。続い

て老人会(明老会)の11回、162名、保育・

教育の10回、80名、自治会関係7回、107名、

土地改良区総会を含む農業関係5回、85名と

なっている。明老会の利用は芸能大会に向け

ての練習が多く、保育関係とは七夕会に向け

た準備であるから、それらも含めると交流イ

ベント関係が7割を越す。この年は集落会館

の新築などで、自治会関係の集まりも多かっ

たが、それや農業関係の集まりをはるかに上

回っている。とくに最近では、明老会の活動

が回数、人員数とも多くなる傾向があり、集

落会館は年輩者が住居から歩いていけるとい

う意義が大きいことを示唆している。なお、

明老会の婦人部、母の会など女性だけで集ま

る機会もある。

3)農業生産の活動と生活の活動の内的関連

以上で見た河戸川集落の農業生産の活動な

らびに自治、生活の活動がどのような内的な

関連を持っているのであろうか。そのことを
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表3河戸川集落会館利用実績

最近の集落農業の内容にさらに立ち入って探

ってみよう。

最近の河戸川集落の農業と生活活動を農家

構成と加入組織から見たのが表4である。集

落の農家を経営耕地面積規模別に見ると、①

3ha以上の稲+野菜の複合経営農家、②50a

～3haまでの稲作作業委託がある稲単一経営

農家、③50a未満の自給的農家の3タイプに

大別できる。

3ha以上の農家は、稲以外にねぎ・キャベ

ツ等の野菜を導入している専業的農家である。

このため、ほとんどの農家が農事連絡協議会

や年代別研究会に加入し、それらの研究会で

は会長等の要職に就き、集落農業の先導的な

存在となっている者が多い。同時に、自治会

等のむら組織の活動でも役員となっている農

家が多い。

これに対して3ha未満の農家では、規模が

小さくなるにつれ、集落の農業関連組織への

参加者は少なく、むら組織の役員はほとんど

いない。しかし、これらの農家は、3ha以上

の野菜栽培農家への臨時雇用や手伝い等を通

じて河戸川集落の野菜生産に貢献している。

また、むら活動にも積極的に参加している。

このように、河戸川集落では、農業生産の

活動だけでなくむらの自治、生活の活動も3

ha以上の専業的農家が集落の中心となるリー

ダーとして、積極的に集落の農地を利用・保

全するとともに、生活基盤の保全にも中心的

な役割を担っている。

彼らが集落を先導できる要因としては、彼

らがそれぞれ自分たちの経営確立に自助努力

してきたからだけではなく、同時に彼らが数

多くの研究会組織や集落組織を長年にわたっ

て維持継続し、その中心的な役割を担ってき

たからであると言ってよい。河戸川農事連絡

協議会や野菜出荷組合等は、農業を通じて集

落構成員たちの相互関係を強化し、年齢別研

究会は同世代同士の交流を深めることにつな

がった。この年齢別研究会は1年ごとに会長

が持ち回りのため、若い頃からリーダーとし

ての経験を積むことにもつながった。同時に、
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多彩で活発に展開される集落活動においても、

祭りや盆踊りの世話係など若い頃から経験を

積み、鍛えられてやがて中堅となり、自治会

の役員など中核的役割を担うようになってき

た。

このような集落における諸組織の活動は、

次世代の育成にも貢献している。90年に設立

した農家非農家横断的に20歳代で作った研究

会「つまようじの会」は集落生活の将来を担

う後継者組織である。また、専業的農家11戸

で結成した「河の流れ塾」は、構成員の個別

経営としての発展だけでなく、地域の後継者

への助言や女性を中心とする直売所の運営、

さらに稲作作業受託による集落兼業農家の稲

作作業をも担い、集落全体としての農業生産

振興、担い手の育成の知恵袋の役割を果たし

ている。専業的農家が中心となって進めてい

る非農家を含めたこれらの活発な地域活動は、

農業生産・販売活動や祭りなどの生活面での

活動を通じて子供連に農業や農村集落の魅力

を理解させ、愛着を持たせる場ともなってお

り、将来の集落の農業と生活の担い手を定着

させる重要な活動となっている。

4)まとめ

以上で述べてきたように、河戸川集落の農

業と生活の展開過程は、双方にわたって作ら

れた多彩な研究会、交流組織を通じて密接に

絡まり合い、相互規定的・相互促進的な発展

を遂げてきた。そこには、農業という産業内

組織と集落という生活組織という区分はある

が、かつては番楽愛好会が農事研究会に発展

し、近くは「河の流れ塾」が集落農業の革新

とともに集落生活の活性化戦略の中核を担う

ように、両者には時代変化に応じた形態での

密接不可分な関連がある。とくに看過できな

いのは3ha以上層が集落の農業と生活の中心

を担っている事実である。逆に言えば彼らを

中心とする農業が廃れれば集落コミュニティ

活動も廃れることになるという点である。

同集落で3ha以上層を支えているのは長年

かけて築き上げた「中規模複合経営」の成立

である。彼らはそれを通じて経営的な利益を

確保するだけでなく、集落内の作業委託者や

貸地者の受け手となって地域資源を保全する

とともに、野菜作業等において集落内女性高

齢者などの雇用機会をも提供している。

彼らは、分解が激しい今日の情勢に対応す

るため、集落農業の戦略・戦術組織として

「河の流れ塾」を発足させた。これに従来か

らの年齢別研究会組織や村の多彩な集落行事

に関わる諸組織を加え、縦横の多彩な研究組

織、交流組織を通じて専業・兼業農家、非農

家との関係を築き、農業と農村生活の活動の

原動力を形成し、担い手を定着させ、農村の

維持・発展を企図しているのである。

4地域農業革新に示唆するもの

1)2つの事例集落に共通するもの
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表4河戸川集落農家の経営概況と加入組織

21



以上の2つの事例集落に共通して見られる

ものは次の3点である。

第一は、その集落の農家数規模が比較的大

きいという点である。2000年センサスによる

と、1農業集落の農家数規模は、全国平均

22.8戸、東北平均29.5戸、秋田県平均31.1戸

であるが、事例集落はその2～3倍に達する。

この農家規模が比較的大きい点は、自治の単

位としても農業実践の単位としても有効に機

能する基礎的条件をなしている。もっとも事

例集落も、都市部との位置関係から非農家数

が大きく異なる。このため、中村集落は農家

間の関係形成を中心とする展開、河戸川集落

はそれに非農家との連携も含めた展開と、そ

れぞれに個性的で対照的な面もある。

第二は、中規模複合経営を実践している人

々が集落の農業ならびに自治双方の中核を担

い、その人々を中心に集落がまとまっている

点である。もっとも稲作作業の受託や複合化

に取り組むか、むしろ複合化に取り組まずに

作業の委託者となるかの分かれ目は、中村集

落では2ha、河戸川集落では3haと、両者に

は約1haの差がある。これは、米の反収水準

や安定性の差異でもあるが、端的に言えば花

卉とネギの複合作目の違いによるものであろ

う。そうした違いはあるが、昨今、年々委託

層が増えているとはいえ、自作意欲は相当に

強固であり、膨大な委託層の対極に極端な大

規模稲作が生まれるのではなく、数haから十

数haと「中規模」な経営が集約部門の確立に

取り組み、複合経営を成立させている。それ

が集落の農業と自治両立の物質的な基盤とな

っているのである。加えて小規模層が集落の

農業と自治の存立に、上述のような不可欠の

役割を果していることを忘れるわけにはいか

ない。

第三は、かくして集落の農業の維持・発展

も集落の定住条件の維持も相互規定的に保持

されているのであるが、それは同時に、多様

なコミュニティ形成によって不断に再生産さ

れ、革新されているという点である。それは、

中村集落の村方評議会や各種祭典に関わる組

織、河戸川集落の年齢別研究会組織、イベン

ト組織など、基礎となるローカル・コミュニ

ティ・レベルの集落活動として活発になされ

るだけではない。それに加えて、時々のさま

ざまな必要に応じて、中村集落・十文字町の

ブラザー制や河戸川集落の河の流れ塾などの

テーマ・コミュニティというべきものが比較

的地域密着型で形成され、それがまたローカ

ル・コミュニティの活動を活発にするという

関係が認められるのである。

2)示唆するもの

こうした諸活動は、今日、地域農業のあり

方に関連してどのような示唆を与えているの

であろうか。

まず第一は、その農業生産構造・経営構造

が土地利用型農業中心の専作型ではなく、土

地利用型農業と集約型農業の複合的並進、端
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的には家族労作的な中規模複合経営の厚みを

持った形成・展開が中心になっていたのであ

るが、それは実は東北地域の地域農業の担い

手たちの到達点を示すものでもあるという点

である。そうした地域に根ざした実践から見

るとき、国際化などに即応して直接的に規模

の経済による対抗力(countervailing power)

を求めるだけの単線的な産業化路線は現実的

とは言えない。彼らの現実は、中規模複合経

営を中核とする地域産業主体の存立と自らの

生活農業を支えようとする主体の相互補完を

前提とするものである。しかもその相互補完

の上に彼らがつくり出している年齢層や職業

などを超えたタテ・ヨコのコミュニティ組織

は、新たな知識の共有や関係性の再形成を進

めることによって、新たな地域農業や地域コ

ミュニティの創造に結びついてくるのである。

こうした優れた展開を守り発展させることな

くして、地域農業や地域コミュニティそれ自

体の存立はあり得ない。それを強いる最近の

農産物価格の顕著な下落の阻止などの環境条

件の整備こそが急務なのであり、それを曖昧

にしたままの「構造改革」の強行は、折角孜

々営々と築き上げてきたプロセスを無に帰し、

地域農業と地域社会を破壊するものである。

第二は、そのタテ・ヨコのコミュニティ組

織は、単に受け身的な存在ではなく、生産者

個々人の切磋琢磨や成長の場となり、実質的

に企画・立案・マネージメント・交渉決定な

らびに後進の教育育成などの諸機能を持って

きているという点である。その呼称は研究会

や部会支部など様々だが、その生産・販売活

動への関わり方は、販売は農協に任せて生産

者は生産に集中するといった単純な役割分担

組織のそれではない。諸組織の中心者たちは、

特定作目の生産から販売までのプロダクト・

マネージメント全体に関わり、時に農協等の

担当者をしのぐ知識と判断力を持つ。この

「知識経営としての組織化」こそ最大の今日

的特徴と言ってよいのだが、昨今の環境条件

の激変はこうした企業マインドの形成をも無

に帰する危険性をはらんでいる。

第三は、彼らの行動原理は古い「固まりと

してのむら」に埋もれたそれではすでになく、

しかし個人個人が「自立」した都市型社会の

それでもないという点である。集落・農村は、

農業という土地生産に基礎づけられ、それを

生産・生活手段とする場所であり、その場所

その場所に応じた「相互扶助」を必要として

きた。事例では、複合経営一コミュニティ形

成という不断の行動の中で、今日なお農業者

同士あるいは非農業者との密接な交流、「相

互扶助」的な関係の再形成があった。若年層

が花卉に専念できるように高齢層が集落の各

種祭典を分担するという取り決めを行ったこ

となどは、「相互扶助」の現代版と言ってよ

い。そこには、個々にできることは個々でや

りつつも、同時にコミュニティ形成活動を通

じて「相互扶助」していくという、いわば

「自律協同型の農村社会」の不断の形成を見
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ることができる。事例ではまた、祭りやおみ

こし担ぎに都市住民を招き入れたり、直売所

を通じて農業のプロと素人の交流が始まって

いる。それを都市型社会における個人個人の

「孤立」を包摂し、「相互扶助」の中で協働

していく可能性を持ったものとするのは言い

過ぎであろうか。産業化路線が農村部の多く

で槌めた目で迎えられているいま、少なくと

も言えることは、農村の原型の中にあった自

然と人間の交渉に根ざした「相互扶助」の意

味をもう一度確認し、そのような視点から今

日の農村に通底する動きを捉えていくことの

重要性ではないであろうか。

このように見てくると、以上の考察から示

唆される方向は、もっぱら構造改革の加速化

を標榜する「産業型構造革新モデル」とは明

らかに異なる。その特徴点をあえて「コミュ

ニティ形成型構造革新モデル」と小括してお

こう。なお本稿は、あくまで事例考察からそ

の典型的な特徴を描出しようとしたものであ

り、その全貌の解明は今後の課題としなけれ

ばならない10)。

注1)担い手の目から見た集落秩序の崩壊の危

険性について、2001年3月に農地法公認の株式

会社をわが国第一号で発足させた佛田利弘氏

(石川県)は、水路など様々な集落案件の合意

形成を念頭に置きつつ次のように言う。「昔、

よく『農村が崩壊してる』と言われましたけど、

これからの崩壊のしかたはちがう、という感じ

ですよね。昔は、外に兼業に行って年寄りしか

残らなくなったという崩壊ですけど、僕がいま

感じているのは、見えざる崩壊というんでしょ

うか。人はそこにいるんだけど、秩序が崩壊す

るような。それがいちばん恐ろしいですよ。集

落が安定した状態で人が出ていくだけなら、そ

んなに影響はないけれども、人はなかにいて、

秩序が崩れていくということが、これから問題

を難しくするんじゃないか」。要するに、集落

や地域の秩序崩壊の防止を抜きにして土地利用

型経営の確立を云々することはできないという

ことが、いま、改めて示唆されているのである。

佛田利弘、農業と経済2002年1月号、63～64頁。

佐藤了「稲作の構造はどう変わるか」農業と経

済2002年4月号、15-23も参照。

、2)本項は・阿部健一郎・佐藤了「むら組織活動

の展開と集落営農の担い手強化-十文字町中村

集落一」、JA秋田中央会『新農村集落創造運

動の取り組み経過と活動事例』、2002年3月を

もとに加筆修正したものである。

3)阿部健一郎「十文字町におけるこれまでの農

業振興計画の実践と課題」、平成10年度科学研

究費助成金(基盤研究(B)(1)、研究代表:宇

野忠義)研究成果報告「流通新段階における米

生産・販売と地域農業に関する研究」所収、

1999年3月。

4)佐藤正「十文字町中村部落会」、平成8年度

秋田県アグリ・チャンピオンフォーラム農村活

性化部門最優秀賞受賞記録、1997年2月。

5)1992年度「朝日農業賞推薦調査書」一集団
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名:十文字町農協花き出荷組合-。

6)鈴木直建・東山寛「花き導入による集落活性

化の条件-秋田県十文字町N集落の事例を中心

として-」、農業経営研究38(2)、2000年9月。

7)阿部健一郎・伊藤千春「労働力の異種経営間

結合、雇用リレー-方式、ゆい結合」、東北農試

経営計画部編『東北地方の園芸産地における雇

用労働力不足とその対応』1993年3月。

8)本項は、芳賀陽都美・阿部健一郎・佐藤了

「担い手の成長と集落コミュニティの形成-能

代市河戸川集落一」、JA秋田中央会『新農村

集落創造運動の取り組み経過と活動事例』、

2002年3月をもとに加筆修正したものである。

9)秋田魁新報社発行『どうなる秋田県の農業』

1964年。

10)このような多様で重層的なコミュニティ形成

とそれを基軸とする地域農業革新は、決して東

北の中の特殊な条件下だけで可能となった特殊

事例ではない。詳細な検討は別稿に譲るとして、

たとえば上述の事例などよりもはるかに分化分

解の進んだ愛知県安城市の場合に注目し、若干

補足しておこう。

東海地域の地域農業事情に詳しい名古屋大学

の竹谷裕之教授によると、安城市では「地域の

土地利用を計画調整し地域の生活環境を整える

主体は地域社会にありとする考え方」が根付き、

実践されている。すなわち分化分解の進行とと

もに重要性を増す土地利用調整組織(農用地利

用改善団体)においては、町内会(自治会)長

を中核的役員として位置づけ、地権者の立場で

はなく、農業視点と住民視点の両方から地域全

体を見据えられるように配慮しており、農業関

係委員も、借地農業者をはじめ各生産部会代表

を重要な委員として加えるようにしている。ま

た、地域農業や地域づくりを重視する観点から、

水田委託兼業農家や高齢者・女性の「楽しみ・

いきがい農業」、直売市や朝市、ふれあい農園

など住民をも巻き込んだ取り組みとして多くの

集落で定着し、新しい地域農業や地域コミュニ

ティの創造に農業者や住民の主体的・積極的な

参加を作り出してきている。こうした実践は、

「農用地利用改善団体を地権者・地主組織とし

てのみ規定するのでなく、文字通り農用地の利

用を改善するための組織として位置づけ機能さ

せること」をねらっているのであり、それを通

じて「参加者の広がりと継続性、意志決定すべ

き内容の多様性、地域社会の主体性強化など」

を拡充している点で重要である。このように氏

は「農村住民各層が形成する民主的集団的土地

管理組織」といった市民的農地管理を今後めざ

すべき方向として評価しているものと考えられ

る。竹谷裕之「『資源管理型農場制農業の存立

条件』に対するコメント」、日本の農業第89集

(矢口芳生報告)、2001所収。
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