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はじめに

1.調査研究の趣旨

「集落営農」とは、「集落を単位として、

農業生産過程における一部又は全部について

の共同化・統一化に関する合意の下に実施さ

れている営農」(農林水産省統計情報部)と
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されている。ところが、その活動内容のタイ

プをみると、いわゆる集落ぐるみによる農業

機械等の「共同利用型」や「協業経営型」か

ら、担い手農家やオペレーター集団が中心と

なった作業受託等による「作業受託型」まで

様々である。集落営農組織は、言うまでもな

く集落の機械・施設の共同利用や基幹的農作

業の引き受けなどを通して、高齢・兼業農家

等の労働負担の軽減や生産コストの低減、農

地の有効利用・遊休化の防止など地域の農業

生産の維持・農地保全の役割を果たしている

ところであるが、このほかに、地域条件や組

織の特性によっては地域における農地利用・

農作業の計画やその役割分担についての合意

形成(話し合い)等を通じて、そこでの農業

の担い手の育成やそのための農地利用調整の

機能が期待されてる。

このため、集落営農組織の活動の支援にお

いては、営農組織の特性やその地域営農の実

態に即して、とりわけその地域における農業

の担い手像の明確化とともに、担い手農家等

への農地利用の集積・集団化の推進等につい

て十分に考慮していく必要がある。

そこで、本アンケート調査は、今後の集落

営農組織の支援のあり方等について検討する

ため、全国の水田地域において積極的な活動

を行っている集落営農組織のなかから、より

個別の経営体への成長・発展(拡大)の可能

性があると考えられる2つのタイプの営農組

織一その活動の内容が、①集落の農地全体

を1つの農場として営農を一括管理運営して

いる組織と、②担い手農家等を中心として農

作業受託等により集落農地の利用・営農を計

画的に行っている組織-を選定して、これ

らの営農組織の活動内容、その活動を通して

の地域営農の方向づけや農作業等農地利用調

整の実態、今後の営農組織の方向と課題等を

把握するために行ったものである。

調査の基本事項は次のとおりである。

(1)対象の営農組織の特性とその集落の

概況

(2)営農組織の営農活動の内容

(3)集落農地の利用調整の取組の実態と

参加農家の評価等

(4)営農組織の活動上の課題と今後の方

向

(6)営農組織の活動に対する支援と要望

等

2.調査の実施方法

(1)調査対象集落営農組織の選定

農林水産省統計情報部が把握する全国の集

落営農組織の数は、現在8,316組織とされて

いる。(同統計情報部「集落営農に関する実

態調査の概要」(平成11年6月1日)参照)。

(注)

調査対象集落営農組織は、まず同調査が把

握する営農組織の中から、より個別の経営体
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への成長・発展(拡大)の可能性が考えられ

るその活動内容が、①「集落の農地全体を1

つの農場として、営農を一括管理・運営して

いる」(以下、「一括型」と呼ぶ。)及び②

「集落の担い手農家等に農地集積・作業の委

託を進めながら、営農計画の下に農地利用・

営農を行っている」(以下、「担い手型」と

呼ぶ。)に該当する、全国で1,365組織を抜

き出して、それについて、その所在市町村の

水田面積・水田率等を考慮して、全国の約

1,164の営農組織を選定し、それを対象にし

て調査を実施した。(なお、同タイプの営農

組織が極端に少なかった群馬県、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県、山梨県、大阪府、

和歌山県、徳島県、愛媛県、沖縄県について

ははじめから除外した。)

(2)調査の具体的実施

調査は、(社)全国農地保有合理化協会が平成

12年3月に、都道府県農業公社の協力(調査

票の回収)を得て、対象の営農組織の代表者

への調査票の直接メール方式により実施した。

調査票の配布・回収・集計の結果は、次の

とおりである。

・対象の集落営農組織数

・調査票送付営農組織数

・集計対象組織数

一括型

担い手型

重複型

1,365組織

1,164組織

815組織

(回収率70.0%)

293組織(36.0%)

393組織(48.2%)

129組織(Ⅰ5.8%)

(注)農林水産省統計情報部の集落営農に関する

実態把握の要点は、次のとおりである。

(1)そこで、「集落営農」とは、「集落を単位

として、農業生産過程における一部又は全

部についての共同化・統一化に関する合意

の下に実施される営農」とされているが、

次の点に留意しなければならない。

①集落は一つの農業集落を基本的な単位

としているが、他集落の少数の農家が加

わったり、複数集落を一つの単位とする

場合があること、また、集落を構成する

過半の農家が参加している場合はそれも

含めてある。

②生産過程に関する「合意」とは、参加

農家が集落営農の組織形態、農地あるい

は機械の利用、役員やオペレーターの選

定、栽培方法等でまとまった営農に関し

て合意していることであるが、単に、機

械の共同所有を行うとか、栽培協定ある

いは用排水の管理のみを行う組織は含め

てない。

(2)なお、同調査結果による全体の活動内容別

集落営農数は、次表のとおりである。
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○活動内容別集落営農数(複数回答)
■
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I

調査対象の集落営農組織の特性

1.調査対象の営農組織の特性(I-1(1)、

(2))

まず、調査対象(集計対象)の営農組織の

タイプ別をみておこう。

対象全体の815組織のタイプ別内訳は、①

〔一括型〕が239組織(全体の36.0%)、②

〔担い手型〕が393組織(同48.2%)、③

〔重複型〕が129組織(同15.8%)となって

いるが、地域別に見ると、どちらかと言えば、

〔担い手型〕は東北及び四国(東北94.5%、

四国77.8%)、次いで関東・東山及び九州に

そのタイプが多く(関東・東山63.2%、九州

65.5%)、また北陸の場合は〔一括型〕が多

いが、それ以外の北海道、近畿及び中国はど

ちらかと言えばその両タイプが混在しており、

東海は〔重複型〕が相当割合を占めている。

また、各タイプの(農地の管理利用の分野

以外も含めた)全般の活動内容についてみて

おくと、下表(2)のとおりとなっている。

I

-1対象の営農組織の類型(タイプ)

(1)対象の営農組織の類型(タイプ)

(2)調査対象組織の活動内容
●
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2.営農活動を行う集落範囲(集落数)(I

-2)

集落営農組織が営農活動を行う集落範囲

(集落数は)は、全国では「1集落」(66.1

%)とするものが過半を占め、次いで「4集

落以上」(14.1%)となっている。

タイプ別にみると、その集落の枠へのこだ

わりの違いから、〔一括型〕(74.2%)、

〔重複型〕(69.3%)、〔担い手型〕(59・0

%)の順に「1集落」とするものの割合が高

く、地域別には、近畿で「1集落」(83.8

%)が大半を占めているのを先頭にほとんど

の地域はその割合が最も高いが、北海道は

「2集落」が、関東・東山及び四国では「4

集落以上」が多数を占めている(関東・東山

42.1%、四国44.4%)。

3.営農組織の構成農家数と農地面積(1-

3(1)、(2))

(1)参加農家数の構成

1営農組織あたりの構成世帯数をみると、

全国では「10～29戸」(39.1%)が最も多く、

(〔一括型〕42.5%)、〔担い手型〕37.8

%)、〔重複型〕35.6%)、北海道、東北及

I

-2営農活動を行う集落の数(択一回答)

①営農組織のタイプ別

②地域別
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び関東・東山では「10戸未満」が最も多くな

っている(北海道66.7%、東北44.3%、関東

・東山47.1%)。

また、1営農組織当たりの構成農家の構成

(平均)をみると、総農家数が45.3戸で、う

ち専業農家が4.5戸、兼業農家33.5戸、非農

家7.2戸、認定農業者2.5戸となっている。

タイプ別にみると、専業農家や認定農家数

は大差はないものの(〔重複型〕及び〔担い

手型〕が若干多い。)、構成農家、兼業農家

及び非農家の数が大きく異なっており、〔一

括型〕及び〔担い手型〕は総農家数が37戸程

度、うち兼業農家数が27～30戸程度、非農家

が4～5戸程度であるのに対して、〔重複

型〕の場合は総農家数が87戸、うち兼業農家

数が60戸、非農家が21戸と一段と多くなって

いる。農業地域区分別では、参加戸数におい

てかなりの差がみられ、都市地域において一

段と多くなっており、山間地域において最も

少なくなつている(都市地域では参加戸数が

79.5戸、うち専業農家4.7戸、兼業農家52.0

戸、非農家22.7戸、認定農業者2.3戸である

のに対して、山間地域では参加戸数が34.9戸、

うち専業農家3.1戸、兼業農家27.3戸、非農

家4.6戸、認定農業者1.2戸)。

Ⅰ-3営農組織の構成員世帯数と経営農地面積・

(1)構成員世帯数

(2)営農組織当たりの構成農家の構成(平均)

①営農組織のタイプ別
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②地域別

③農業地域類型区分別

(2)その集落の農地面積(I-3(3)、(4))

営農組織が活動する集落の農地面積規模は、

「20～40㌶」(40.4%)とするものが最も多

い(タイプ別には〔一括型〕が37.9%、〔担

い手型〕が45.2%、〔重複型〕が32.4%)。

また、1組織当たりの農地面積は、全国平

均で35.4㌶(北海道89.6㌶、府県34.8㌶)、

うち水田面積が32.2㌶(北海道84.1㌶、府県

31.6㌶)、水稲作付面積21.9㌶(北海道63.1

㌶、府県21.4㌶)となっているが、タイプ別

にみると、農家数ほどではないが農地面積も

〔一括型〕及び〔担い手型〕に較べて〔重複

型〕は一段と大きく、〔一括型〕及び〔担い

手型〕が農地全体で30～32㌶、うち水田面積

が28～30㌶、水稲作付面積が20㌶程度である

のに対して、〔重複型〕は農地全体が55㌶、

うち水田面積が48㌶、水稲作付面積が30㌶程

度となっており、農業地域区分別には、都市

地域で最も大きく、平地、中間、山間地域に

向かうにつれて小さくなっている(都市42・8

㌶、平地40.3㌶、中間31.1㌶、山間23.3㌶)。
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(3)集落の農地面積

(4)1営農組織当たりの経営農地面積の構成(平均)

①営農組織のタイプ別

②地域別

③農業地域類型区分別

85



Ⅱ

.集落営農の契機とその活動運営の概

況

1.集落営農を取り組む契機について(Ⅱ-

1)

対象の営農組織が集落営農に取り組んだき

っかけについて聞くと(択一回答)、「圃場

整備事業の導入」が38.7%と最も高く、次い

で、「転作への対応」が21.1%、「補助事業

の実施」12、7%、「農業機械更新時期への対

応」8.5%、「引退する高齢農家の増加への

対応」7.2%等となっている。

タイプ別にみると、〔一括型〕は「圃場整

備事業の導入」(44.9%)、〔転作への対

応〕(18.2%)及び「引退する高齢農家の増

加への対応」(IO.6%)、が他のタイプより高

く、〔担い手型〕は「補助事業の実施」

(15.4%)及び「農業機械更新時期への対

応」(11.5%)が、〔重複型〕は「転作への

対応」がより高くなっており、地域別には、

東海、関東・東山で「転作への対応」が最も

高くなっているものの(東海44.6%、関東・

東山27.8%)、北海道(80.0%)、四国

(77.8%)、中国(55.9%)、東北(37.0

%)、近畿(33.6%)、北陸(31.8%)及び

九州(31.8%)などとほとんどの地域は「圃

場整備事業の導入」をその最大の理由として

あげている。「圃場整備事業の導入」に限っ

てみると、山間(50.9%)、中間(42.2%)、

平地(36.2%)、都市(23.7%)の順に高い

割合を示している。

Ⅱ一1集落営農を取り組む契機について

①営農組織のタイプ別(全国)

②地域別
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2.稲作に係わる営農活動の内容

以下は、対象組織の稲作に係わる営農活動

の内容について聞いたものである。

(1)農業機械の所有・利用関係(Ⅱ-2

(1))

主な農業機械の所有・利用関係について

みると(択一回答)、全体ではほとんどの

組織が「ほとんどを組織が所有」(44.9

%)又は「一部を個別農家が所有」(31.5

%)としており、「ほんどを個別農家が所

有」(20.0%)が2割となっている。タイ

プ別には、〔一括型〕の場合は「ほとんど

を組織が所有」(57.3%)が約6割を占め

ているが、〔担い手型〕は「ほとんどを組

織が所有」(39.3%)と「一部を個別農家

が所有」(38.2%)がほぼ同割合であり、

〔重複型〕は「ほとんどを組織が所有」

(33.3%)と「一部を個別農家が所有」

(32.5%)、「ほとんどを個別農家が所

有」(31.0%)が同割合となっている。

(2)組織の活動を担う担い手農家・オペレ

-ターの状況(Ⅱ-2(2))

対象組織で活動を担う担い手農家・オペ

レーターの確保状況を見ると、そのいずれ

においても〔一括型〕の方が他のタイプに

較べて多数を擁し、その役割を分散してい

ると言える。

担い手農家の数は、全体では「5～10

戸」(25.6%)の組織が最も多い(次いで

「10～20戸(20.8%)が、タイプ別には、

〔一括型〕は「10～20戸」(27.0%)が、

〔担い手型〕は「5～10戸」(29.4%)が、

〔重複型〕は「1～3戸」(22.4%)が最

も多い。

また、オペレーターの数は、全体では

「5～10人」とする組織が36.0%と最も多

い(次いで「3～5人」(23.9%))が、

タイプ別には、〔一括型〕は「5～10人」

(36.5%)が(次いで「10～20人」(28.2

%))、〔担い手型〕も「5～10人」

(35.6%)が(次いで「3～5人」(30.6

%))、〔重複型〕も「5～10人」(36.2

%)が(次いで「3～5人」(25.7%))

が最も多い。

Ⅱ一2営農組織の稲作に係わる営農活動の内容

(1)主な農業機械の所有関係(択一回答)
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(2)営農組織の活動を担う担い手農家及びオペレ-夕一の数

①担い手農家数

②オペレーター数

(3)集落農地の利用状況(Ⅱ-2(3))

水稲作に係わる集落の農地利用について、

組織としての計画性(関与)及び農地利用

・基幹作業等の担い手の状況に着目してそ

の利用形態について聞くと(択一回答)、

全体では「集落のほとんどの農地を一括管

理」が19.7%のほか、組織としての計画の

下に担い手農家やオペレーター農家等を中

心に対応している組織が17.9%、組織とし

ての計画は無いが担い手農家やオペレータ

ー農家等を中心に対応している組織が41.6

%となっている。

タイプ別には、〔一括型〕は「集落のほ

とんどの農地を一括管理」(37.3%)のほ

かは、組織の関与はともかく、オペレータ

ー農家等を中心に対応している組織が多く

(36.6%)、〔担い手型〕は「担い手農家

等に集積」(42.6%)や「オペレーター農

家を中心として」(39.1%)対応している

ものが多く、〔重複型〕もほぼ同様な構成

になっている。

また、地域別にみると、北陸の場合は

「集落のほとんどの農地を一括管理」して

いるものがとりわけ多く(41.8%)、東北、

関東・東山及び四国の場合は「組織の計画

の下に担い手農家等に集積」しているもの

がとりわけ多い(東北45.5%、関東・東山

52.6%、四国62.5%)。
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(3)営農組織が営農活動を行う集落の農地利用の形態(択一回答)

①営農組織のタイプ別

②地域別

(4)組織で管理する収支(会計)の範囲

(Ⅱ-2(4))

このような営農組織が管理している収支

(会計)の範囲を聞くと(複数回答)、3

分の2以上の組織が「機械の利用等に係わ

る収支」(72.9%)、「オペレーター等の

出役に係わる収支」(66.3%)及び「組織

費等に係わる収支」(66.0%)を行ってい

るとしており、3分の1の組織が「収穫物

の出荷・販売に係わる収支」を行っている

としている。タイプ別には、当然のことな

がら、〔一括型〕の場合は組織で対応して

いるものの割合が他に較べて高くなってい

る(「機械の利用等に係わる収支」74.4%、

「オペレーター等の出役に係わる収支」

70.5%、「組織費等に係わる収支」68.3%、

「収穫物の出荷・販売に係わる収支」43.1

%)。
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(4)営農組織が管理している収支(会計)の範囲(該当の全てに○)
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Ⅲ

.集落農地の利用調整の取組の実態と

参加農家等の評価

1.水田の借地・農作業受託の取組の状況

次に、対象営農組織の水田の借地、農作業

の受託等農地利用調整の取組についてみよう。

(1)借地・作業受託をしている組織の割合

(Ⅲ-1(1))

現在、水田借地又は水稲作の基幹作業の

受託を行っている組織の割合をみると、全

体では借地が68.3%(うち構成員外から

37.8%)、農作業受託が耕起・代かき68.8

%(うち員外から30.1%)、田植え69.4%

(同31.1%)、収穫80.8%(同41.6%)と

なっている。タイプ別にみると、〔一括

型〕、〔担い手型〕、〔重複型〕の順に借

地及び農作業受託を引き受けているものの

割合が高くなっているが、構成員外から引

き受けをしているものの割合は〔担い手

型〕が一段と高くなっている。

また、地域別には、借地の引き受けは北

海道(71.4%)、東北(76.9%)、関東・

東山(100.0%)、北陸(77.2%)、近畿

(72.5%)及び四国(100.0%)で、農作

業受託は東北、関東・東山及び北陸でその

割合が高い。

Ⅲ
-

1水田の借地・農作業受託の取組の状況

(1)借地・農作業受託をしている組織の割合

①営農組織のタイプ別

②地域別
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(2)現在の借地・作業受託引き受けの状況

(Ⅲ-1(2))

現在の水田借地及び水稲の作業受託引き

受けの状況(1営農組織当たりの水田借地

及び水稲作の基幹作業受託面積)について

みると、借地面積は14.2㌶、同集落の水田

面積の44.1%で、農作業受託面積は耕起・

代かきが13.6㌶(集落の水田面積の42.2

%)、田植えが14.6㌶(同45.3%)、収穫

が17.3㌶(同53.7%)となっている。

タイプ別にみると、〔一括型〕及び〔重

複型〕は借地割合が高く(〔一括型〕51.4

%、〔重複型〕52.4%、〔担い手型〕36.0

%)、〔担い手型〕は作業受託割合が5割

以上と高くなっており、地域別には、借地

は北陸(69.5%)、四国(53.5%)及び東

海(46.5%)で、作業受託は北海道、東北

及び北陸でその割合が一段と高くなってい

る。

(2)1営農組織当たりの水田の借地面積・各作業の受託面積
(1営農組織当たりの平均)

①営農組織のタイプ別

②地域別
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2.農地の利用調整活動の契機

(1)農地の利用調整活動の契機(Ⅲ-2

(1))

対象営農組織が農地利用の調整活動(話

し合い、仲介、斡旋など)を始めたきっか

けについてみると(複数回答)、そもそも

の集落営農を取り組むに至ったきっかけ

(前傾Ⅱの1)と共通するのであるが、回

答は、多くの組織が「転作への対応」

(52.4%)や「圃場整備の実施」(41.1

%)、「県・市町村等の補助事業の実施」

(36.1%)など何らかの事業の実施をその

きつかけとして挙げている。それと同時に、

それらの集落は「高齢化」(49.1%)や

「兼業化」(35.0%)等により、自分だけ

で営農を継続できない農家が増加してきて

おり、それへの対応でもあることを示して

いる(そこでは、「担い手等の育成・規模

拡大のため」とするものの割合は14.4%と

あまり高くない。)。

(2)調整活動を担っている者(Ⅲ-2(2))

そこで、農地調整活動の中心となってい

る人物について聞くと(複数回答)、「組

織の代表者等の役員」(81.5%)が圧倒的

に多く、次いで「組織の中核農家」(31.9

%)、「区長など集落の役員」(14.1%)、

「担当の農業委員」(10.0%)となってい

るが、〔担い手型〕や〔重複型〕の場合は

「組織の中核農家」を挙げているものが相

当割合ある(〔担い手型〕35.7%、〔重複

型〕35.4%)。

Ⅲ

-2農地の利用調整活動の契機

(1)農地利用の調整活動を始めたきっかけ(該当の全てに○)
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(2)調整活動の中心人物(該当の全てに○)

3.農地利用調整の取組に対する受けとめ方

(Ⅲ一3(1)、(2))

次は、営農組織の農地利用調整の取組につ

いて、担い手農家等やオペレーターがどのよ

うに受けとめているかを組織の代表に聞いた

結果である。

担い手農家等の場合(3つ以内に○)、組

織の代表の回答であることから否定的な評価

の回答は極僅かであるが(例えば、全体では

「作業の引受等を負担に思っている」が3.9

%)、肯定的な評価の回答の中では、「個別

には無理な大型機械が導入できた」(69.2

%)、「自己経営も含めて作業の効率が向上

した」(45.2%)などと全体のメリットに通

ずる評価が最も多くなっている。

また、オペレーターの場合も(2つ以内に

○)、「集落の農業・農地の維持のためには

必要」(83.6%)、「集落の活性化のために

は必要」(56.3%)とするものが最も多い

(なお、「全体で決めたので仕方なく」は

ll.3%となっている。)。

Ⅲ
-

3農家の農地利用調整の取組についての受けとめ方

(1)「受け手」農家などの場合(該当の3つ以内に○)

(2)オペレ―ターめ場合(該当の2つ以内に○)
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4.水田転作の実施状況と今後の取組につい

て

(1)転作地の集団化の状況(Ⅲ-4(1))

集落の転作地における集団化についてど

のように行っているかについて聞くと(択

一回答)、全体では、「ブロックローテー

ション」(50.6%)や「転作地固定で集団

化」(13.6%)に「転作地固定で個別対

応」(9.9%)など集落の計画の下で集団

転作を取り組んでいるところが約4分の3

を占め、「計画がないまま個別対応(バラ

転)」が23.3%となっている。

また、タイプ別には、〔一括型〕及び

〔重複型〕の場合は「ブロックローテーシ

ョン」の割合がともに6割以上ととりわけ

高く、〔担い手型〕はどちらかと言えば

「転作地固定で個別対応」(15.1%)や

「計画がないまま個別対応(バラ転)」

(29・9%)の割合が高くなっている。

(2)「土地利用型農業活性化対策」につい

ての考え(Ⅲ-4(2))

今後の転作の取組について、新しく打ち

出された「土地利用型農業活性化対策」に

ついての考えを聞くと(択一回答)、全体

では、約半数の組織が「麦・大豆等の転作

を取組みたい」(40.3%)あるいは「担い

手等の麦・大豆等への取組を支援したい」

(10.9%)としている一方で、「麦・大豆

には不向きなのであまり変わらない」とす

るものが29.1%となっている。

なお、タイプ別には「組織として麦・大

豆等の転作を取組みたい」とするものの割

合は、〔一括型〕、〔重複型ゴ、〔担い手

型〕の順に高くなっている。

Ⅲ

-4水田転作の実施状況と今後の取組

(1)転作地の集団化(択一回答)
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(

2)「土地利用型農業活性化対策」についての考え(択一回答)
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Ⅳ

.営農組織の活動上の課題と今後の方

向

次は、対象組織の活動上の課題と今後の対

応の方向について聞いた結果である。

1.対象組織の営農活動上の課題(Ⅳ-1)

現在、組織が抱えている活動上の課題につ

いてみると(複数回答)、全体では、第1に

「まとめ役等の後継者の確保」(49.9%)や

「オペレーター等の育成・確保」(42.8%)

等組織を担う後継者・基幹的労働力の確保の

問題を、第2に「機械の計画的更新・装備」

(31.6%)の問題を、第3に「専従者の事業

・作業規模の確保」(28・6%)や「参加農家

の経済的メリットが少ないこと」(24.9%)

等組織が経営的に自立していくための規模等

の確保の問題の3つを最も多く挙げており、

次いで、「集落を守っていく意識の弱まり」

(23.6)や「全体の参加や同意が得られな

い」(20.9%)等構成農家の参加意識の弱化

の問題を挙げている。また、タイプ別にみて

も各組織ともほぼ同様な問題を課題として抱.

えていると言える。

Ⅳ

-1組織(集落)が抱えている営農活動上の課題(該当の全てに○)

①営農組織のタイプ別

②地域別
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2.営農活動上の課題に対する対応策

(1)専従者・オペレーターの育成・確保に

ついて(Ⅳ-2(1))

これらの各課題への対応策について、ま

ず、専従者・オペレーターの育成・確保対

策についてみると(複数回答)、「現在のオ

ペレーターでやれる限り続ける」(48.8%)

などと農繁期を含めて現在確保できている

オペレーターで対応していくとする組織が

約半数あるものの、「勤め人にオペレータ

ー役を担ってもらう」(47.2%)あるいは

「退職者をオペレーターや専従者に育成す

る」(38.2%)など退職者や村内の勤め人

の参入に期待している組織がそれぞれ4割

前後、「担い手農家がいるのでいずれはま

かせる」とするものが約2割となっている。

タイプ別にその対応策を較べると、それ

は各タイプそれぞれの現在における専従者

・オペレーターの確保状況を反映しており、

〔担い手型〕は「現在のオペレーターでや

れる限り続ける」(56.0%)や〔担い手農

家がいるのでいずれはまかせる〕(23.9

%)とするものの割合が最も高く、〔一括

型〕の場合は「現在のオペレーターでやれ

る限り続ける」が約半数近くいるものの

(46.3%)、「勤め人にオペレーター役を

担ってもらう」(61.2%)や「退職者をオ

ペレーターや専従者に育成する」(44.4

%)の割合が最も高い。

(2)事業の経済的メリット・作業規模の拡

大について(Ⅳ-2(2))

営農組織の運営上、その組織の事業が参

加農家にとっては経済的メリットが少ない

とか、専従者を置くには事業規模あるいは

作業規模が小さいという問題がある。これ

らの組織が今後、法人経営として自立して

いこうとする場合、あるいはその参加農家

が個別に拡大・発展していくことを考える

場合に乗り越えなければならない問題があ

る。

Ⅳ

-2組織が抱える課題についての対策

(1)組織の専従者やオペレータ―の育成・確保について(該当の全てに○)
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調査対象の組織は、調査の実施上、より

個別の経営体への成長・発展(拡大)の可

能性が考えられるものを選定して実施して

いるが、この問題に対して(複数回答)、

全体では「集落農地の維持・保全が目的な

ので現状のままでよい」(51.9%)や「集

落のまとまりが目的なので現状のままでよ

い」(34.2%)とするものが相当割合を占

めており、この問題に対する対応としては、

「転作等を通じ収益作物の導入を図る」が

38.9%、「員外・集落外からの受託・借地

を拡大する」が16.7%、「販売・加工事業

等を拡大する」が11.5%等となっている。

ところが、タイプ別にみると、〔一括

型〕は、理由はともあれ「現状のままでよ

い」とする傾向が明らかに出ているが

(「集落農地の維持・保全が目的」が63.6

%、「集落のまとまりが目的」が38.2%)、

〔担い手型〕及び〔重複型〕の場合は、現

状維持とするものの割合は相対的に小さく、

他タイプに較べて事業規模・作業規模を拡

大したいとする方向が強く出ている(例え

ば、〔担い手型〕は「転作等で収益作物の

導入」39.9%、「員外からの受託・借地の

拡大」19.8%など)。

(3)農業機械の更新等について(Ⅳー2

(3))

また、農業機械の更新・装備を図るため

の対応としては(複数回答)、全体では、

「更新のための積み立てを行っている」

(48.1%)ものは約半数おり、それ以外の

対応として「補助事業を導入する」が41.4

%、「参加農家の機械を活用し、個々の判

断に任せる」が14・9%で、「特に対策はと

っていない」が19.9%となっているが、タ

イプ別には〔一括型〕、〔担い手型〕、

〔重複型〕の順に「更新のための積み立て

を行っている」としており(〔一括型〕

59.2%、〔担い手型〕43.2%、〔重複型〕

37.0%)、〔担い手型〕及び〔重複型〕は

(2)経済的メリットや作業規模の拡大について(該当の全てに○)
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(3)主な農業機械の更新・装備を図るために(該当の全てに○)

「補助事業の導入」に期待しているものが

多い(〔担い手型〕47.7%、〔重複型〕

41.2%)。

3.対象組織の5年後の営農の目標(Ⅳ-

3)

対象組織の営農の将来(5年後)どのよう

なものにしたいかその姿を聞'くと(択一回

答)、全体では、「基幹作業はオペレーター

が担う」(24.5%)、「担い手への集積を中

心に」(22.7%)及び「集落農地を組織が一

括管理」(21.2%)の姿を考えているものが

もつとも多く、そのほかに「法人化して担っ

ていく」14.0%、「組織で維持は困難、各農

家の個別営農に」9.2%、「JAや公社が農

作業を受託していく」が5.4%となっている。

タイプ別に見ると、〔一括型〕の場合は、

3割以上が今後とも「組織の一括管理で」

(31.9%)とし、それ以外の2割近くが「法

人化」(18.1%)を考えているのに対して、

〔担い手型〕の場合は、今後とも「担い手へ

の集積を中心に」とするものが26.4%、それ

以外の約3割は「基幹作業をオペレーターが

担う」(29.3%)としている。
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Ⅳ

-3 5年程度後の組織(集落)の営農の展望(択一回答)

①営農組織のタイプ別

②地域別
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Ⅴ

.営農組織の活動に対する支援と要望

等(Ⅴ)

最後に、今後集落営農を推進していくため

に、国・県・市町村等に対して望む支援策に

ついて聞くと(3つ以内に○)、「機械更新

等補助事業の充実」(72.5%)を挙げている

組織が圧倒的に多く、次いで、「米の生産調

整対策(転作緩和等)」が48.0%、「所得補

填対策の充実」が33.5%、「中山間地域に対

する支援」が21.2%のほか、「市町村・普及

センター・農協等からの運営助成」(24.6

%)等を挙げており、各タイプともほぼ同様

な内容になっている。

Ⅴ 

集落営農の推進のために、国・県・市町村などに望む具体的な支援策
(該当するもの3つ以内に○)

①営農組織のタイプ別

②地域別
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(参考)

〔アンケート調査票の配布・集計の対象〕
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本協会は、平成11年度、農林水産省の委託により「多様な担い手による農地利用の再編

に関する調査研究事業」を実施し、その一環として「集落営農組織の活動と今後の方向に

関するアンケート調査」を実施した。

本報告書は、その結果の概要である。
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