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はじめに

構造政策は農業基本法においては戦略的

な位置を占めた。農業構造の改善に一章が

さかれ、家族農業経営の近代化と自立経営

の育成という目標が明示され、そのための

相続対策、協業、流動化、教育、就業構造

改善、農業構造改善事業等の手段が列挙さ

れた。

それに対して食料・農業・農村基本法で

は、女性、高齢農業者、集落を基礎とした

農業者の組織など対象が拡大した一方、構

造政策そのものは「農業の持続的な発展」

の節に包摂され、直接の言及は第21条の

「望ましい農業構造の確立」にとどまった。

そして法の農業経営像も「効率的かつ安定

的な農業経営」「経営意欲のある農業者が創

意工夫を生かした農業経営」といった、経

営の状態や姿勢の形容詞的規定にとどまり

(1)、育成の経路も「家族農業経営の活性化」

と「農業経営の法人化」に限定された。

一口にいえば農業構造を変えるというマ

クロ政策から経営を育成するというミクロ

政策への転換である。「構造政策から経営政

策へ」といってもよかろう。このような変

化は、URとその結果としてのWTOによる市

場メカニズム農政という政策的枠組を所与

とする個別私経済(農業経営)の対応に焦

点を絞るに至った先進国の農政と研究に共

通する。

農業構造変革が終了した国はそれでもよ

かろう。しかしその場合にも、そもそも「経

営」がなじむのは「政策」ではなく「市場」

であり、固有の農政の消滅の方向をたどる

ことになろう。しかしながらコト日本をと

れば、依然として「望ましい農業構造の確

立」が課題であり、経営政策に解消されな

い構造政策の領域があるように思われる。

農業構造について、これまで経済学は、

経営規模別階層構成、その零細性といった

統計的・抽象的レベルで捉えてきたが、そ

れは具体的には「地域」に存在する。ある

いは「地域」そのものである。

その地域との関わりでは、新基本法は第

28条で「地域の農業における効率的な農業

生産の確保に資するため、集落を基礎とし

た農業者の組織その他の農業生産活動を共

同して行う農業者の組織、委託を受けて農

作業を行う組織等」をとりあげた。これは

解説では、集落営農、生産組織、農業サー

ビス事業体をさすとされている。

1



また新基本法制定の翌日に発せられた構

造改善局長通達は、「特に中山間地域等育成

すべき経営体の確保が当面困難な地域等に

おいては…集落営農などの多様な担い

手の確保」が必要だとして、政策の対象地

域を限定したうえで、この多様な担い手と

経営体との関係を、第三セクターやサービ

ス事業体など「育成すべき経営体を補完す

る受託組織等」と、集落を単位とした生産

組織など「育成すべき経営体の育成母体と

なる生産組織」の二つに分けた。

すなわち新基本法農政は、「集落営農など

の多様な担い手」を、「経営体」そのもので

はなく、経営体を補完するもの、あるいは

産み出すもの(インキュベーター)として

位置付けている。「担い手」とは、自分以外

の何かを担うものであるとすれば、個別経

営を越えるものとしての担い手の位置付け

は当然だが、そうであればこそ次に多様な

担い手と農業経営体との関係が改めて問題

になり、またその一環として、特定農業法

人のように「担い手」が同時に農業経営体

たらざるをえない事態も現われている。

具体的な地域という場において、このよ

うな多様な担い手と農業経営との関係を方

向づけていくことが、今日の構造政策の課

題だといえる。その場合の「地域」とは、

自然、歴史、課題の重複領域に展開する存

在であり、集落、旧村、農協、自治体など

多様かつ重層的であるが、自ずからなる重

複領域を無視した農協や自治体の広域合併

が、構造政策においても問題を引き起こし

ている。

本稿は、このような構造政策の位置付け

にたって、ここ数年、筆者が執筆してきた

調査報告を要約整理したものである。元と

なった報告書は編木に一括掲載した。なお

本稿における数値、年齢等は全て、括弧書

きした調査年のものである。

1.高齢農家の意向(1999年)

①受け手に焦点をあわせた実態調査に先

立って、出し手(候補)の状況をみておく。

このアンケート調査は、府県の山間地を除

く1,000ha以上の水田を有する150市町村

から、水田面積50a以上、年間30日以上自

家農業に従事する65歳以上の者がいて、か

つ同65歳未満の者がいない「高齢農業経

営」を対象に行ったものである。配布数730

に対する回答数は642、回答率は88%であ

る。1,000ha以上という条件がひびいて、

都市的地域43%、平場41%、中間16%と、

都市的地域にやや偏った。

②世帯世代構成では、「同居の子供がいな

い」一世代世帯が48%、「同居の孫がいる」

三世代世帯が38%。残り14%が二世代世帯

となる。「同居あとつぎがいる」が38%、「他

出あとつぎがいる」が48%、「いえのあと

つぎがいない」が14%である。他出あとつ

ぎが相対的に多いのが東北・東山・中四国、
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あとつぎがいないのが多いのが近畿である。

「あとつぎ他出高齢夫婦世帯」というのが

高齢農家の典型といえる。

あとつぎの自家農業との関わりは、「既に

農業している」7%、「いずれは(定年後、

親が働けなくなったら等)農業する」42%、

「今は分からない」40%、「将来とも農業し

ない」11%である。農業継承の可能性があ

るのが半分、分からない、しないが半分で

ある。

「定年後に農業する」としても、回答者

が65歳として、そのあとつぎが40歳とす

れば、定年まで20年あり、回答者は65歳

になってしまう。仮に75歳まで農業できた

としても、10年は空白ができる。その意味

では、「いえ農業」の先行きは極めて不安定

である。

「分からない」プラス「やらない」が多

いのが東北・関東・北陸、「分からない」が

多いのが四国・九州、「定年後にやる」が3

～4割を占めるのが中四国である。要する

に東日本の「先行き不透明」、西日本の「ね

ばり」が注目される。ここからは東日本が

今後の流動化の本場になりそうな気配があ

る。

③高齢農家の平均経営水田規模は182a

と大きい。借入地があるのが34%、貸し付

け地があるのが17%、不作付け地があるの

が13%であり、農地を借りてまで(あるい

は借りざるをえない)高齢農業でがんばっ

ているといえる。なお農業収入5割以上、

年金収入5割以上がともに40%であり、二

分されている。

水稲作業の担い手についてみたのが表1

である。自分すなわち高齢農業者が行うの

が80%以上が耕転、施肥、除草、畦草刈り、

表1高齢農家における水稲作業の担当者(3つ以内で回答)-1999年一
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表2高齢農家における作業委託の可能性-1999年-

水管理。他の世帯員が30%を越すのが育苗、

田植、収穫。他出家族が1割前後が田植、

収穫。共同作業が1割以上が収穫・乾燥。

委託は、乾燥調整をトップに、運搬、収穫、

田植と続く。要するに高齢農家は、管理作

業と耕転は高齢者ひとりで行い、育苗田植

と秋作業は、他の世帯員や他出家族を動員

し、それがかなわなければ委託するわけで

ある。

貸付、委託ともに開始時期は「6年以上

前」が6割前後でかなり古い。委託の理由

は、「体力の衰え」「人手不足」「適当な受託

者が現われた」「兼業が忙しい」「機械が壊

れた」が各16～19%づつである。貸し付け

の理由もほぼ同じで、「相手から頼まれた」

が他と同比率を占め、「機械が壊れた」がネ

グリジブルなのが異なる。また委託は「体

力の衰え」、貸付は「人手不足」を強調する。

特に「適当な受け手が現われた」が共通し

ている点に注目しておきたい。

それに対して不作付の理由では「生産調

整」が55%を占める。また「圃場条件が悪

い」が近畿以西で2割を越している。

受け手の居住地は、集落内56%、隣集落

21%でほぼ大字内といえる。ただし市町村

内(大字外)も13%ある。北陸・東海・近

畿は集落内と大字外に二極化している。東

海は市町村外が13%を占める。親戚関係は

2割にとどまる。相手の形態は、個別農家

71%、任意集団ll%、法人7%、公社3%

である。仲介者については回答が38%と低

く、そのなかでは直接65%、知人14%、農

業委員10%である。相対・準相対の世界だ

といえる。

④次に委託可能性について表2に示した。

可能性が30%以上が乾燥調整、収穫、田植、

運搬、20%以上が育苗、耕転、防除であり、

現状と変わりない。収穫について地域別に
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表3地域別に見た高齢農家の
収穫作業委託の可能性-1999年-

みると表3の通りで、東北・東山・東海・

九州で可能性が高く、近畿・中四国は低い。

このことは前者の地域では受委託の体制整

備が、後者では受託主体の形成が急務なこ

とを示す。

委託にあたって心配な点は、「米価が下が

るのに料金が高い」51%、「委託する人がみ

つからない」33%が突出している。この点

では地域差が大きく、東北・関東・九州は

「転作を自分でしなければならない」、東山

では「圃場条件が悪い」「水管理等が大変」、

北陸・近畿では「コメぐらい作らないと肩

身が狭い」、東海・九州は「作業が雑」であ

る。

では委託の促進条件は何か。「信頼できる

受託者が現われる」46%、「役場や農協が間

に入って安心できる」33%、「作業料金が安

くなる」24%である。「信頼できる受託者」

が多いのは関東・東山・近畿・四国で、と

くに近畿では突出している。

貸付可能性については、「当面は考えてい

ない」が61%、6～10年以内が14%で、5%

以内の貸付可能性は1/4にとどまる。問題

点は、「土地改良償還金の負担が大変」40%、

「途中で返される恐れ」39%、「田が荒れる」

26%、「小作料が安すぎる」21%、「返して

もらえなくなる」20%、「作業委託より損」

14%である。地域的には、東日本では土地

改良負担、西日本では「荒れる」「返された

ら困る」「返してくれない」が問題である。

耕作放棄の可能性については、「ある」が

46%、「何ともいえない」が19%である。

「ある」とした農家の発生時期は2～5年

28%、6～9年34%、10年以上先31%であ

り、短期的にはともかく中期的には危ない。

受け手の範囲については、「なるべく集落
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内の人に」55%、「こだわらない」22%であ

る。性格的には「農業後継者のいる農家」

「知人友人」「農業委員の斡旋」「組織」が

各24～30%である。

相談相手については、農業委員と友人知

人が各45%前後、農業委員会事務局22%、

農協職員と流動化推進員が各15～17%、生

産組合長9%である。作業料金は適当59%、

高い23%、小作料は適当55%、安い22%

で、ほぼ妥当といえる。

役場、農協等への要望は分散的だが、米

作安定36%、転作緩和、集落営農、受け手

育成が各30%程度、斡旋強化、適正な料

金・地代、公的な受皿機関が各20%台であ

る。地域農業振興策としては価格政策43%、

集落営農33%、担い手育成28%、高齢化対

策23%である。

集落営農については「期待するし地域に

根付く」36%、「期待するが根付かない」32%、

「期待しない」27%と三分された。形態と

しては「オペレーターに任せる」34%、「み

んなで作業」21%である。期待しない理由

としては「作業する人がいない」42%、「採

算がとれない」36%、「リーダーがいない」

22%である。

⑤以上、出し手候補者の実態と意識をみ

てきたが、流動化の主観的な可能性は思っ

た以上に低い。しかし「あとつぎ他出高齢

夫婦農家」というその存在形態自体が不安

定であり、耕作放棄の懸念も強く、流動化

政策の必要性は高い。

委託・貸し付けの理由、その促進要因と

して「適当な受け手の出現」が上位を占め

た。「途中で返されたら困る」が「返しても

らえなくなる」心配の倍になっている。「流

動化の安定的な受皿づくり」が焦眉の課題

として浮かび上がる。それは、受け手の育

成という意味では経営政策の必要性を物語

るが、「安定的な受皿」体制づくりという点

では構造政策の課題である。また受委託や

賃貸借の仲介の度合いは少なく、依然とし

て相対の世界といえるが、「役場や農協が間

に入って安心できる」体制への期待も大き

い。

作業料金や小作料の水準は論点としての

地位を低めたが、〈米価下落→料金割高

化・小作料低下→償還金負担の割高化〉と

いう米価、土地改良償還金との緊張関係は

強まっている。その点をどう考えるかが今

後の大きな課題であり、償還金負担の実質

的引下げのシステム、料金算定のガイドラ

インが強く求められる。

Ⅱ.北海道における個別規模拡大と農事実

行組合

1.空知郡北村(水稲単作、1999年)

①北村は石狩平野の中央、石狩川の氾濫

原に展開し、行政的には岩見沢市と直線で

接する。開拓は川沿いから始まり、その背

後地の村の6割を占める泥炭地は戦後開拓
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表4北村における経営耕地規模別の調査農家数-1999年-

された。旧開地は優等地、新開地は劣等地

をなす。戦後の土地改良は、第一次が1966

～88年にかけての圃場整備、客土であり、

10a当たり事業費は80～ll7万円、農家負

担は27.5%で22～32万円だった。第二次

は83～95年にかけてで、区画はいじらず均

平化や暗渠が中心で、事業費は30～37万円、

県がパワーアップ事業で補助率を上乗せし、

農家負担を5%にした。

農家戸数は98年610戸だが、1965～90

年の年減少率が1.1%程度なのに対して、

90年代のそれは2.8%に跳ね上がっており、

後述する畑作の帯広と比較しても水田地帯

の厳しさを物語る。規模別には1980年代は

10ha以上層が増大したが、90年代後半には

10～20ha層も頭打ちになり、20ha以上層の

みが伸びている。平均は10.8haである。

米単作としての同村にとって決定的な米

価は、きらら397がピークの18,000円から

13,000～14,900円まで、最高で3割下がつ

ている。そのなかで村は農協とともに98

年にライスセンターをつくり、二段乾燥で

米質の向上・均質化を図り、空知中央地区

の農協があつまり「情熱米」の売込みを図

っている。98年の生産調整は34.3%、8割

は転作が占め、〈水稲一春小麦一秋小麦一

小豆〉の輪作がとられている。

二次構や麦の集団転作を契機に設立され

た機械利用組合が現在24あり、また有限会

社形態の1戸1法人が24ある。認定農業者

は500名を予定したが、実績は193名であ

る。後述するように土地購入の資金需要が

冷え込んでいるのであろう。とはいえ土地

購入のためにスーパーL資金を83戸が借り

ている。米価下落のなかで、村単事業とし

て、金利助成と小作料の1/2助成を行って

いる。

②調査した規模拡大農家39戸をA(優等

地)、B(劣等地)別に示すと表4の通りで、

B地の方が規模が大きい農家が多い。世代

構成は2世代世帯が4戸のほかは3～4世代

世帯である。

世帯主の大半は冬期兼業を行っており、

妻は専業。在宅就業あとつぎは16名いるが、

内訳は農業専従5、農業が主4、他産業専従

5、自営業2。あとつぎの農業就業見通しは、

7



表5 10a当たり粗収益別農家数と
10a当たり平均粗収益-北村、1999年-

既就業11、継ぐ予定4、分からない14、継

がない予定3、世帯主が30代4、世帯主が

独身で子供なし3であり、現時点での確実

な農業継承可能性は前二者の15戸、38%に

過ぎない。内訳はA5、BlOで、優等地の方

が危ない。

反当粗収益別には表5の通りで、分散し

ている。集約的か否かはほぼ反当12万円で

分かれ、12万円以上は転作にカボチャ、メ

ロン、白菜、ネギ、キャベツ、ブロッコリ

ー等を導入している農家 、12万円未満は

麦・大豆転作農家である。10ha未満は集約

的農家が100%、10～12ha63%、12ha以上

30%であり、転作集約化は基本的に中下層

対応である。

4戸を除く全農家が生産組織に参加して

おり、12戸が2組織、3戸が3組織に属し

ている。組織は、最も一般的なのが秋作業

共同だが、春作業の共同所有・個別利用も

ある。そのほか、転作関係の地域ぐるみ的

組織、古い防除組合と新しいラジコンヘリ

防除組織がある。

③農地移動についてみると、まず経営移

譲は、1970年代までは生前贈与、80年代に

使用貸借が増え、90年代は使用貸借のみと

なった。

農地移動は売買が主流である。借地をも

つ農家は16戸だが、うち10戸は道公社か

らの買取を前提とした一時的借入であり、

純然たる借地は6戸に過ぎず、それも親戚

に頼まれたりの消極的なもので、売買につ

ながる見通しもない。

表6時期別の売買面積-北村、1999年-
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時期別の購入状況をみたのが表6である。

80年代後半以降コンスタントな購入量が

あり、90年代後半にも増えている。かつ90

年代後半には(B地では前半から)一件当

たり面積が大きくなっている。90年代後半

の購入は道公社経由が10件、L資金利用が

3件であり、道公社による貸付け後売却制

度の利用が多い。かつ購入農家の主観とし

ては受け身的な購入が多くなつている。以

上の現象は先の離農状況に対応している。

とくにB地は、まだ地価が高かった80年代

後半と米価下落下の90年代後半の購入が

多い。

80年代の地価ピーク時は、土地改良の償

還金は買い手が負担していたが、その後は

売り手が一括償還している(2)。

購入の範囲は隣接が54%、集落内が65%

(自治会内とあわせれば80%)であり、田

隣、集落・自治会内の規範は定着し、農業

委員がその執行にあたっている。

④今後の経営の展開方向については表7

の通りである。規模拡大と複合化が先行し

たA地では、もはや稲作の規模拡大はゼロ

で高付加価値化が主流となっているのに対

して、規模拡大と複合化の遅れたB地では、

その遅れを取り戻そうとしている。複合化

の内容は花卉、メロン、野菜等の施設型化

である。

規模拡大の方法としては、購入12件、借

入13件、受託5件であり、現状と比較して

借入の割合が高い。購入を選択する理由は、

「金をかけて土地をよくしたい」「借りたの

では張りがない」「将来は自分のものにな

る」といった伝統的な所有権志向であり、

借入の理由は「やむをえず」という消極的

なものであり、本音は依然として購入にあ

るようである。

将来の地域農業の担い手としては、多数

の個別経営16、少数の個別経営9、集落営

農6、法人3であり、少数ではあるが集落

営農への志向もある。

地価相場40万円に対して採算地価は30

～35万円が多いが、「それでは売り手が出

なくなる」ことも危惧されている。負債額

を所有面積で除した額を地価相場が下回っ

てしまったら、全面積を売却しても借金を

表7今後の経営の展開方向(複数回答)一北村、1999年-
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返せないことになる。10ha所有で負債

4,000万円なら40万円が当該農家の地価下

限であり、今や負債が地価を下支えする関

係にある。

標準小作料は農業委員会事務局の試算で

は7,500円だったが、いろんなバランスを

配慮して19,000円と16,000円にした。

19,000円は相場、16,000円は第一次圃場整

備の償還金相当である。借り手としては採

算水準はせいぜい10,000円ということだ

から、差額を先の村単助成10,000円が補て

んしているわけである。

認定農業者には調査農家の2/3がなっ

ている。北海道の場合は、資金需要が生じ

た時に認定農業者になるケースが多いが、

「そもそも大きな借金をする時代ではなく

なつた」「金利も下がった」「農地取得資金

の金利を下げてくれれば面倒な制度はいら

ないのではないか」との声が聞かれる。

農業経営上の問題点としては、「負債問

題」23件、「米価下落」17件に集中してい

る。1992年の農協情報では農家の平均負債

額2,500万円だつた。その後も前述のよう

に土地購入は継続しており、借金はかさん

でいる。聞取事例の限りでは負債は3千万

円から1億円、償還額は300～1,000万円に

及ぶ。その大半は土地購入に伴うものであ

る。北海道水田地帯の負債問題としてよく

土地改良の負担があげられるが、それは公

的な責任を追求しやすいからであって、基

本は土地購入に伴うものである。

政策要求として、A地では価格補償と負

債対策が並ぶが、B地では「どじょうっ子

の会」が、米価要求等への拡散はさけ、「借

金の5年据え置き長期低利資金への切り替

え」一本に絞るべきと主張している。この

ように小さな村のなかでも地域によって要

求は分裂しているが、緊急なのは負債問題

だとしても、その引き金をひいた根本問題

は米価下落であり、地域における政策要求

の統合が必要である。

⑤まとめると、売りにでた農地は、田隣、

隣家、集落でひきとるのが合理的であり、

逆に受け手としても田隣が売りにでるのは

千載一遇のチャンスである。短い人生で簡

単に見送れるものではない。そして最近は

受け手も限られて、1件当たり面積が大き

くなった。このような「強いられた規模拡

大」が負債問題の背景をなしてきた。

しかるに規模拡大してきた調査農家にし

ても、経営継承可能なのは前述のように4

割以下である。離農のテンポはかつてなく

速まっている。土地負担を避けるためには

賃貸借の途があるが、離農者の多くが負債

を抱えているとすれば、いずれ土地は売ら

ねばならない。つまり問題は拡大再生産さ

れる方向にある。水田農業活性化対策の

麦・大豆の本作化をねらった新たな助成シ

ステムは、前述の反当粗収益の階層差から

しても、麦・大豆転作に傾斜する粗放大規
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模経営化に拍車をかけるものといえる。

残る農家が土地負担を避ける途は、賃貸

借への転換と北海道型集落営農(地域連携

型農業法人)の方向であろう。しかし負債

は賃貸借と共同化をともに阻害する。とす

れば何らかの負債問題の軽減を前提として、

農家と農村社会の意識転換を図るしかなか

ろう。

2.帯広市(畑作、2000年)

①帯広市は1957年に川西村、大正村を合

併し、十勝平野最大の農業地域になった。

明治28年の十勝畑作試作場の開設以来、畑

作営農の模索が営々と継続されたが、明治

30年代に大豆作付けが過半に達し、「雑穀

王国」「豆の国」になり、かつ第一次大戦に

よる豆価暴騰による「豆成金」の輩出など

から「十勝農民の投機性」が形成された(3)。

戦時期に豆作は2割まで減るが、戦後は図

1にみるように菜豆、小豆が復活し、再び

図1主要作物作付け面積
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豆単作化する。しかし1965年冷害を契機に

豆類は凋落し、ビート、ばれいしょ等の根

菜類、次いで小麦が急増し、また酪農への

転換が進む。

同時に、豆作による資本蓄積、トラクタ

ー化による省力化を踏まえて規模拡大競争

が激化し、農家減少率は、60～65年12.2%、

65～70年16.6%に対して、70～75年は

25.6%に倍増する。まさに基本法農政の選

択的拡大と規模拡大路線の貫徹だが、その

背景には畑作行政価格の安定がある。そし

てこのような規模拡大が省力化志向を強め、

やがて麦作の独走体制をもたらすことにな

る。

次いで70年代後半から80年代前半は畑

作農業の小康期だつた。しかし1980年代な

かばから行政価格の引下げが始まり、大豆

の最低基準価格、ビートの糖分取引の導入、

馬鈴薯の無税輸入枠の拡大等の自由化を受

けて、畑作農業は農協中央会の主導のもと

に土地利用型作目は生産調整期に入り、長

いも、とうもろこし、だいこん、にんじん、

ごぼう、かぼちゃ、キャベツ、ブロッコリ

ー、アスパラ等の根菜類を中心とする「畑

作的野菜」が伸張する。

農家数は1965年に対して.99年は40%に

まで減った。そのなかで分解分岐層は1961

年10ha、63年15ha、73年20ha、86年30ha

とせりあがってきている。20世紀末は10

年間で20%の農家減だったが、高齢化を契

機として再び農家減少率が高まる気配があ

る。

帯広市の農村部には川西、大正の両農協

がある。川西農協は、70年代からのカルビ

ー食品との加工用ばれいしょの契約生産、

夕張を引き継いだ長いもの産地形成を果た

し、長いもについては近隣農協の荷も川西

ブランドで主として関西方面に出荷してい

る。大正農協はメークインの産地として知

られ、また菜豆「金時」については近隣農

協の荷も集めて全国出荷している。両農協

ともほぼ農家3戸で職員1名を擁している。

川西では1戸1.7組合員になる。このよう

に両農協は、行政価格に依存しない作目の

産地形成を果たし地域農業を確立してきた

といえる。

②調査は畑作農家に限定して平均規模

(25ha)以上の層を中心に川西・大正農協

の組合員数で按分して、23戸と13戸の計

36戸について行った。

世代構成は各8割が三世代以上の世帯で

ある。直系世帯員はほぼ農業専従であり、

北村とは様相が異なる。就業あとつぎがい

るのが川西は13戸、うち二世代夫婦農業専

従は8戸、1/3だが、大正では就業あとつ

ぎがいるのは5戸で全員独身である。ライ

フサイクル的に川西の方が高齢で、労働力

は充実している。

調査農家の経営規模と販売金額をクロス

させたのが表8で、30ha以上では大正の方
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表8販売金額別戸数-帯広市、2000年-

が販売額および10a当たり粗収益が大きい

が、20ha層は川西の方が最高で集約化が進

んでいる。

主作目をみると、川西では60ha以上は長

いも1、小麦2、40ha層はばれいしょ、小

麦が半々、30ha層は小麦とばれいしょ・ビ

ートが半々だが 、20ha層は野菜と小麦・ば

れいしょが半々である。集約化が野菜作を

内容としていることがわかる。それに対し

て大正では全層的にばれいしょであり、

20ha層では小麦・ビートもみられる。

川西農協管内には28の農事実行組合(町

内会規模)があり、その連合町内会10ごと

に小麦のコンバイン・予備乾燥施設の共同

利用組織をもち、農協の本乾燥施設につな

げる二段乾燥体制をとっている。大正農協

管内は予備乾燥施設はもたないが、コンバ

インの共同利用組織がある。これらが小麦

の省力化に大きく寄与している。

地力維持は、輪作、堆肥、緑肥、麦拝す

き込みで行っているが、輪作については、

川西はく小麦一ビートー豆類-ばれいしょ

〉、大正では〈小麦一ビートーばれいしょ

一麦類〉である。川西60ha以上では、〈小

麦一体閑(緑肥)-小麦〉あるいは、<小

麦-豆類一体閑(緑肥)〉といつた休閑(緑

肥)を積極的に取り入れつつ、小麦連作に

向かう傾向がある。規模拡大に伴い超省力

的な小麦に特化し、連作障害を避けるため

に休閑(緑肥)を輪作に位置付ける動きで

ある。この層に限らず、麦二年連作を取り

入れている経営が川西13戸、大正8戸と過

半にのぼる。
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表9時期別購入面積の割合-帯広市、2000年一

表9で時期別の農地購入をみると、川西

のトップ層は70年代前半に規模拡大し、既

に今日の70ha、80ha規模を確保している。

大正のトップも80年代の拡大割合が多い。

その下の川西40ha層、大正30ha層といっ

た今日の分解基軸層は90年代後半にも購

入継続している。また20ha層も90年代に

入っても購入している。購入件数でみて、

集落内が川西82%、大正68%、また位置的

には川西では隣接49%、近隣27%に対して、

大正では隣接16%、近隣53%、飛び地32%

である。川西の方が離農と集落内再配分が

進んだのに対して、農家の粒がそろった大

正では集落外への分散を強めざるをえなか

ったわけである。

売買で注目されるのは農地集団化事業

(交換分合)であり、市全体では1950年以

来、60地区、247集落、3,643戸、1万ha

を対象になされており、川西についてみる

と、形式的に小面積を交換に出して大面積

を受け取る形での実質的な「集団的規模拡

大」が多い。出し手は税制上の、受け手は

拡大と集団化のメリットを得るわけである。

売買の斡旋は、川西では〈売り手→農協

相談→農業委員→農事実行組合→周辺組合

〉であり、大正では〈売り手→農事実行組

合長→農業委員→農事実行組合→周辺組合

〉であり、大正の場合は負債関係は集落に

おかれた信用保証委員も関与する。川西で

は農業委員や農事実行組合が前にで、大正

では農事実行組合長の力が大きいが、いず

れも農事実行組合での調整が核になる点は

同じである。
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表10貸借の時期別、権利形態別、位置別件数-帯広市、2000年-

90年代後半を彩るのは、表10にみる賃

貸借の増大である。市全体でもここ2～3

年、売買の減少と賃貸借の増大が著しい。

とくに川西が著しく、40ha以上で購入を大

きく上回っているが、大正では両者は面積

的にも同程度である。また川西が自小作17

戸、自作6戸(5戸は30ha以下層)に対し

て、大正は自小作、自作半々である。しか

し10haをこえる借地は川西4戸、大正1

戸に限定され、いずれも自小作であって、

売買を軸に形成されてきた階層構造を突き

崩す状況にはない。中上層の最近における

追加的な規模拡大の手段だといえる。

特徴は利用権の設定が少なく、相対が多

いことである。小作料は川西では標準小作

料16,000円以下であり、大正では標準小作

料並みである。賃貸借については仲介者も

おらず、範囲等についての規範もない。川

西では集落、町内会、農協内にとどめたい

が、大正では既に市外にまで展開しており、

こだわりはない。売買と異なり相対性が強

いのが賃貸借の特徴である。

表11農家負債-帯広市、2000年-
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表12規模拡大の意向と方法-帯広市、2000年一

農家負債をみると、98年平均では、川西

が貯金1,942万円、負債1,855万円でトン

トン、大正が各3,817万円と1,769万円で

かなりの余裕をもつ。調査農家の負債は表

11のとおりで、川西の規模拡大農家の負債

が大きく、とくに20ha層のそれがめだつ。

③今後の経営展開の意向は表12のごと

くで、川西の40ha層、大正の30ha層では

拡大・現状維持が半々だが、その他の階層

ではいずれも規模拡大が上回り、全体とし

て拡大意欲は旺盛である。規模拡大の目的

としては、地力維持、休閑、緑肥の確保が

多い。拡大の経路としては川西は借入に傾

き、大正は購入の意欲も強い。借入の理由

は、「買えない」「借金をかかえている」「価

格が不安定」といつた消極的なものが多い。

購入の理由は「土地を肥やすのは所有権で

ないとだめ」という伝統的なものである。

コストダウンの方法としては、川西で

20ha層の6件をはじめ計10件の「共同化」

があったが、大正では1件にとどまる。共

同化の内容は、小麦の生産組合をばれいし

ょ、ビート、豆類に拡大する、地域連携型

農業法人化を図るというものである。また

作業受委託についても、とくに技術を要し

ない堆肥散布、大豆収穫、運搬等では需要

が多く、仲間と受託を始めた農家もいる。

農業後継者については川西は既就業13、

確保の見通し1、不明9であり、大正では

各5、5、3である。「確保の見通し」や「不

明」は、在学中10、女の子だけ5、世帯主

が独身1などで文字通り「不明」であり、

確実なのは既就業の17戸、47%に限定され

る。

④規模拡大農家の経営継承見通しにして

からがこのような状況下で、再び離農の多

発が予想される。しかしそれはかつての負

債累積と異なり、高齢化や後継者欠如によ

るものであり、その限りでは農地を売らず

貸しに出す可能性が高まり、実際の農地移
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動も売買から賃貸借に急速に移行しつつあ

る。そこで地域の課題は二重である。第一

は、にもかからず一定程度は発生せざるを

えない売却の受皿をどうするか、第二は賃

貸借主流化への本格対応である。

第一の点については、多くの農家は「平

均規模以下の拡大意欲のある農家を優先す

べき」と考えており、現実にも分解分岐層

からそれ以下の層に購入志向は強かった。

しかしこれらの層の多くは既に莫大な土地

負担をかかえており、簡単に手をだせる状

況にない。かといって30ha規模の新規参入

には1億円程度の資金を要する。

市の2000～2009年の農業基本計画では、

後継者や新規参入者の「地域農業後継者」

だけでは現状農地を維持していくことが困

難だとして、「休閑緑肥の導入による輪作、

放牧型酪農の導入」、「農地を優良な状態で

次世代に引き継いでいく仕組みづくり」、

「大規模農家や法人、農作業請負組織など

による農地の組織的な管理手法」を検討し

ていく必要がある、としている。

このうち世代継承については、調査農家

は、法人化は「当面は考えない」のが主流

だが、法人化による従業員等への暫時的な

継承システムをつくっていくことは急務で

ある。組織的管理については作業受委託や

地域連携型法人化への意向を確認した。

問題は「休閑緑肥の導入による輪作」で

ある。それが、川西の最上層に典型的にみ

られたような<規模拡大→粗放な麦単作化

→地力維持のための休閑(緑肥)→さらな

る規模拡大〉という青天井の規模拡大路線

を継承するのであれば問題だろう。

かくして売買の受皿づくりとしては、第

一に、市は80年代までの規模拡大路線に加

えて、90年代からは適正規模路線を強調す

るようになつたが、粗放大規模化路線に妥

協するのではなく、適正規模路線を強める

べきである。その点では望ましい農業構造

に向けて農地移動を管理するフランスの農

業経営構造コントロール制度は参考になろ

う(4)。前述のように認定農業者制度は、北

海道では資金需要をみたす手段であり、農

地の誘導効果をもたないとすれば、新たな

誘導の目標や仕組みが必要である。

第二に、市の所得目標の経営規模は30～

37haだが、それは分解分岐層に位置し、こ

の層から平均以下にかけての層が厳しい資

金状況にあり、その資金負担力をカバーす

る超長期低利融資、農地保有合理化事業の

長期貸し付け後売却制度の充実が求められ

る。

第三に、きめ細かく定期的な農地集団化

事業の継続が必要である。それは地域自発

的な中間的農地保有機能の発揮であり、道

公社の合理化事業との連携が求められる。

第四に、実際にも平均以下層が借地より

も購入による経営基盤の安定を望んでいる

が、それを裏返せば農家は借地では安定を
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えられないと認識しており、それ自体が問

題である。

そこで第二に賃貸借の誘導・安定化が課

題になる。北海道の賃貸借はこれまで売買

への繋ぎと位置付けられてきた。合理化事

業の貸し付後売却もそのような意識に即し

た面もある。しかし出し手側の理由が負債

整理から高齢化に移り、受け手の側がこれ

以上の土地負担に耐えられなくなるなかで、

そこにも質的な変化が起こり、賃貸借はた

んなる繋ぎではなくなりつつあり、それ自

体としての安定化を求められるようになっ

てきた。にもかかわらず「繋ぎ」意識が払

拭されず、その結果として利用権の設定も

なされず、第三者の調整を経ない相対で処

理され、集落や市町村の枠を越えた拡散を

強めている。

その背景は、第一に、賃借権は農協の組

合勘定のベースになる金融資産としての価

値がなく、農協が積極的に関与するだけの

インセンティブがない、第二に、北海道の

農事実行組合は土地利用調整機能を果たし

てきたように見えて、実は離農跡地を囲い

込んで山分けすることを主眼にしてきた、

第三に、農家もまた所有権の資産・担保価

値への執着があり、賃貸借は不安定なもの

として地力増進を図らず、荒らしづくりに

傾いたこと、があげられる。

しかし今や、農業団体から農家に至るま

でのく貸借→繋ぎ・過渡→相対→地力培養

しない→貸借よりも購入〉という悪循環の

意識を断ち切るべき時である。具体的には

利用権や標準小作料の制度的整備(川西で

は標準小作料は実勢より高かった)はもち

ろんのこと、所有権の交換分合に匹敵する

作り交換の推進、売買なみの斡旋や農事実

行組合の関与、そこでの斡旋順位の明確化、

市町村間の広域的調整、地力維持を考慮し

た良好耕作の有益費評価などを思いつくが、

繋ぎ意識を払拭すれば地域の自ずからなる

創意工夫が生まれよう。

以上、北海道では、水田地帯と畑作地帯

で問題の深刻さ等に差はあるが、当面する

農地問題では共通する面が多いといえる(5)。

Ⅲ.東北の生産組織

今や集落営農が地域農政の主流になって

おり、東北といえども例外ではない。しか

し東北、東日本の場合、敢えて「集落営農」

といわず、本家重立ち農家の若手による少

数生産組織化と捉えた方が正確な気もする。

その事例を二つ見ることにする。

1.山形県最上郡真室川町塩横川「ひまわ

り農場」(1995年)

①同集落は町の最北端で秋田県に接して

おり、経済圏は秋田に属する。集落は真室

川の支流沿いに3㎞にわたって展開し、4

つの小集落からなる。集落は行き止まりで、
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その先は軒先国有林。積雪1.5～2mの豪雪

地帯であり、圃場は整備されていない。東

北における峡谷型中山間地域である。

戦前は山林関係の仕事でそれなりに栄え、

1945年には62戸を数えたが、調査時は農

家26戸、土地持ち非農家6～7戸だつた。

調査は農家23戸、土地持ち非農家6戸につ

いて行った。以下では両方あわせて「農家」

と呼ぶ。

農家は4つに分けられる。a.2ha以上層6

戸で、借り足し、農業収入依存、b.1～2ha

層8戸で、自作兼業農家、c.1ha未満耕作9

戸で作業委託、出稼ぎ・自営兼業農家、d.

貸付層6戸で年金・兼業依存。世代構成を

みると、aは三世代世帯と二世代半々、b

は二世代と一世代、cは各世代にまたがり、

dは一世代世帯が主である。合計では一世

代世帯9戸、二世代i2戸、三世代8戸であ

り、三世代世帯としての「いえ」の崩壊が

かなり進んでいる。

②同集落には94年に設立された「ひまわ

り農場」が受託組織として活躍している。

その参加メンバーとその分担を表13に示

しておく。

農場が誕生するまでには長い歴史があっ

た。集落には農事実行組合の一班と二班が

ある。このうち一班が1974年に共同育苗組

合を作った。当時の集落のリーダー層の一

人はS(世帯主61歳、妻56歳、あとつぎ

27歳農協、嫁27歳医院勤務、自作250a、8

代目の分家、旧地自作)である。集落から

は8戸が満州移民した経験があり、Sの叔

父もその一人であり、Sたちはそこでの共

同の難しさを耳にタコができるほど聞いて

表13ひまわり農場のメンバ-と事業(1995年)
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きた。そこで育苗組合の発足にあたつても、

集落農業の将来を担うと思われたA、Bほか

2名(F、G、現在も独身)に呼び掛けて5

名だけで出発するつもりだった(AとBは

同級生、BはSの娘婿)。しかし実行組合に

呼び掛けざるをえず、呼び掛けた結果は全

18戸の参加となった。つまり少数協同から

集落営農への道筋である。

前述のように満蒙開拓の経験から、Sた

ちは、農村における共同の失敗は金を伴う

ことだとたたき込まれており、育苗組合の

発足にあたっても出資は募らず、全て農協

からの借金で賄った。Sは6期12年かけて

借金を返しおわったところで、自ら育てた

次代のリーダーA等に「これからは一切口

を出すな」といわれて、喜んでリーダーを

降りた。

同じ74年にA、B、Sと他1名(農協勤務)

でトラクターを共同購入して機械利用組合

を作り、作業受託を開始した。F、Gはこち

らには加わらず、彼らはこの時から個別路

線を選択した(Sの集団的担い手育成路線

のくるい)。77年には、A、Bでコンバイン

を共同購入し、中古の乾燥機によるミニラ

イスセンターを建設した(ピーク時には

1,600俵乾燥)。81年にはA、B、Sで田植組

合を結成し、受託を開始した。これによっ

て育苗、田植、収穫、乾燥の共同(受託)

体制ができあがった。これらの錯綜するグ

ループは、「近代化資金を返しおわるまでは

無理な投資をしない」「補助事業は受け手が

育ってから」というSの助言もあり、投資

は控えてきた。

88年には、A、B、C、Dが呼び掛け人にな

つて旧及位(のぞき)村内の若手農業者20

名を集めて「及位を考える会」をつくり、

酒飲み会で将来を語り合い、その話し合い

のなかから「及位を陽の当たる場所にした

い」という思いから「ひまわり農場」の構

想が固まった(6)。そして93年に他集落で

30ha規模を対象とした補助事業があり、塩

根川の彼らも借金も返しおわったというこ

とで、構造改善事業を受けて(ミニライス

センター、ラジコン・ヘリ、水路のコンク

リ化)ひまわり農場の設立になつた(農場

としてコンバイン3台購入)。機械利用組合

も農場に包摂した。

③農場として受託しているのは防除と秋

作業のみであり、春作業は各(グループ)

の取り組みに任されている。農場としては、

秋作業受託60ha、防除300haを目標とし、

当面は育苗も取り込みたいとしており、そ

のためには圃場・農道の整備が不可欠とし

ている。しかし我々のアンケートでは、圃

場整備を「積極的にやりたい」は7戸のみ

で、しかも内4戸は農場メンバーであり、

「補助率が高ければやってもよい」も7戸、

「必要ない」8戸であり、条件は整ってい

ない。

そのなかで農場は委託希望を一切断らな
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い方針であり、秋作業も限界に近づいてい

るので、有限会社形態の法人化をして借地

拡大していく意向であり、また林業の請負、

わらび、なめこ等の山菜の特産品ブランド

の確立により、周年就労と女性の農場への

取り組みを企図している。

現状では、Aは夫婦とも農業が主で、転

作でハウストマト10aにチャレンジし、農

場としての新規作目の開拓をめざしている。

その他は夫婦ともに兼業である。Dが担当

して伊豆や横浜方面への産直米の販売に取

り組み、A、B、Dが各30～40俵を出荷して

いる。ラジコン・ヘリは農場の地域へのア

ピールを兼ねている。

塩根川集落農家の所有面積26haに占め

る貸付地llhaの割合は42%、集落外への

貸付けは1ha強だから、基本的に集落内完

結的であり、かつその55%は親戚関係であ

る。農場メンバーは借地の49%を占め、そ

の親戚率は42%。その他はF、G等の個別

農家が借りているが、その親戚率は58%で

ある。

④ひまわり農場への20年の軌跡を振り

返ると、それは必ずしも「集落ぐるみ」で

はなく、むしろそれに対する警戒心があり、

始めからリーダー層が次代の地域農業の担

い手を意識的に選抜育成しようとした節が

ある。しかしその半数は意のままにはなら

ず、個別経営を志向した。また農場設立に

つながる話し合いは、集落ではなく旧村規

模の会でなされ、ミニライスセンターの導

入にあたつては集落で4回の会合が開かれ

たとされるが、Aも「農家が集まって『ど

うすっべ』という話し合いがあったような、

なかったような」という状態であり、有志

の話し合いにとどまった。そして隣集落で

受託していたDが「一人ではさびしい」と

仲間になった点をみても、ここには集落に

こだわらない開放性がある。

しかし農場のリーダーはA(集落最古の

農家)とC(10数代になる本家)であり、E

は分校の助教諭を努める最年少の農業後継

者でAの義弟である。要するにA、B、E、S

は同級・親戚関係、A、C、Dは総本家筋で

あり、少数の本家筋あとつぎ連合の色彩が

強い。そして「5～10年後の集落農業はだ

れが担っていると思うか」の問には18戸が

「ひまわり農場」と答えており、「農場を集

落農業の将来の担い手と話し合っている

か」についても14戸が「暗黙の了解がある」

としている。このように農場は結果として

集落農業の担い手に認知された。認定農業

者は今のところAだけだが、法人化されれ

ば農場自体がそうなるだろう。

2.秋田県北秋田郡森吉町鶴田「五進会」

(1999年)

①同町を構成する二つの旧村はかつて鉱

山、炭鉱、川運の中継点として栄えたが、
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高度成長以降は過疎化が進んだ。地域的に

は田畑作地帯であり、台地の戦後開拓もな

されている。秋田県は昭和40年代に集落農

場制に取り組み、今日の同町の集団や26

集落15の農用地利用改善団体はそれに淵

源するものが多い。そのなかからここでは

旧米内沢村鶴田集落(30戸、平均2.2ha)

の事例を取り上げる。

②鶴田集落では、1968年に一次構で8割

の水田を10～30a区画に圃場整備しており、

同年に「稔会」を作った。当時は専業農家

やその農業あとつぎも多く、高卒農業あと

つぎなど10名程度で作った組織で、年10

回ぐらい集まって稲の反収増について取り

組んだ。

75、76年には県の集落農場制事業に取り

組み、籾摺機、田植機、コンバインを導入

した。その際に4つのグループに分かれて

田植と秋作業の共同に取り組んだ。このう

ち3つは隣組組織で機械が壊れるまでの6

年程度しか継続しなかつた。

それに対して残る一つは集落の共同精米

所を引き継いだ仲良しグループであり、当

初は5戸の参加だつたので「五戸で進もう」

ということで「五進会」を名乗ったが、91

年に1名が死亡し、またメンバーの一人(リ

ーダー)は町農協の専務 、組合長、合併農

協の副組合長を歴任するに至り、作業から

はリタイアしている。残る3名は認定農業

者になっている。

なお、この集落農場制の後、集落ぐるみ

での共同防除を稔会の名前で行うようにな

り、ここに稔会は集落ぐるみの組織に転じ

た。そして地域農業集団の指定を経て、82

年には農用地利用改善団体となつた。

さて五進会メンバーは、表14のごとく、

それぞれしいたけ・ネギ、ほうれん草と人

夫兼業、タバコとしいたけなど経営形態が

異なることから、秋作業のみの共同受託に

留まる。五進会の秋作業受託の面積は合計

28ha、うちメンバー経営地以外の受託は

10haである。内訳は集落内2/3である。ま

た集落の水稲面積に対する五進会のシェア

は44%になる。

その他に個々のメンバーがかなりの借地

と春作業の受託を行っている。転作も個々

表14森吉町鶴田「五進会」メンバー(1999年)
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に行っており、町の戦略作物として価格補

填制度も採られているスイートコーンと酪

農家に渡す牧草の団地転作をしている。か

くして五進会は、メンバーにとっては、個

別経営の展開を借地も対象とする秋作業の

共同によりサポートする機能を果たすもの

といえる。

鶴田ではその他に2～3ha規模の農家が5

戸おり、それを除けば五進会に秋作業委託

している。認定農業者も3名いるが、うち

1名は「五進会は若い人がやっているので、

自分も病気した時などは頼みたい」として

おり、同会は暗黙のうちに集落農業の将来

の担い手として認知されている。しかし五

進会としては貸借する気運にはない。メン

バーの一人であるD(農協幹部)も過疎化

のなかで「中核農家に任せると集落が崩壊

する。定年退職者も大切にして農作業に従

事し、農地にしがみついてもらう必要があ

る」としている。つまり五進会はメンバー

の経営をサポートするとともに、委託者の

自作継続をサポートすることも期待されて

おり、賃貸借による集積主体とはされてい

ない。

五進会のメンバーは全員が農業あとつぎ

がおらず、会としての将来展望は不明であ

る。Aは大野台の国道沿いに仲間5名で直

販店を「将来のことを考えて」作り、スイ

ートコーン、ネギ、茎物、花を販売してい

る。Bは「受託は決まった金が入るので、

いくらでも引き受けたい」としており、め

ざす方向もそれぞれだといえる。

③このような五進会と集落(稔会)との

関係については、事例報告集では、鶴田集

落では、稔会会長かつ農地流動化推進員(そ

の後町会議長)であるS氏に賃貸借や委託

を申し込み、総会では機械の効率的利用が

図られるよう五進会に利用集積を図ってい

るとし、また平成10年度の『農業白書」も

五進会を事例にとりあげて、「地区内で徹底

した話合いが行われ、集落(農用地利用改

善団体)が主体になつて、賃貸借や作業委

託の希望を集約し、作付けの団地化を計り

ながら担い手グループに集積していく仕組

みが確立されている」としている(159頁)。

しかし当のS氏は「受委託は相対でやる。

会長は軍配しない。鶴田は本分家の義理の

ない人は五進会に預ける」としている。

稔会が実質的にやってきたことを敢えて

行政用語で整理すれば、先のような話にな

るのだろう。利用集積の意識的な「仕組み」

がそこにあるわけではないにもかかわらず、

自ずと農地は五進会に流れる。この「空気」

のような流れを作ったところに集落・稔会

の意義があるといえよう。しかし大区画圃

場整備や秋作業共同からの脱皮への「空気」

を作るには至っていない。五進会は、DやS

のような集落を越える地域リーダーを後見

にしてきたが、今や自らが主体として地

域・集落に積極的に問題提起していく時に
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きている。

Ⅳ.東北・北陸の旧村単位の活動

東北では集落営農というよりは少数の

「いえ」あとっぎ連合が実態だとしたが、

しかしそれで完結しえなくなってきている。

そこでさらなる連合が求められるが、それ

は同時に集落内で完結はしえず、旧村規模

での結集や資源共同化を必要としている。

そのような二事例を、そこでの集落営農と

の対比でみることにする。

1.新潟県岩船郡朝日村(2000年)

朝日村は新潟県の北端にあり、三面川・

高根川とその支流域に耕地が展開するが、

三方は山岳に囲まれている。圃場整備率は

県平均46%に対して60%と相対的に進ん

でおり、岩船コシヒカリが96%を占める米

単作地帯である。同村には多様な生産組織

が展開しているが、ここではタイプの異な

る三つの組織をとりあげる。組織に関係し

た調査農家11戸の概要は表15に示した。

(1)旧高根村の農事組合法人・高商農産(調

査農家A、E、K)

①高南農産は旧高根村内の次の三つの受

託組織(者)の連合体である。

a.関口機械利用組合一関口集落(農家70

戸)にある組織で、1971年に若手農業者3

名で組織。集落営農の土台として設備の装

備を行い、差別はしないということで徐々

にメンバーが増えて現在は12名である。構

成員の水田30ha、受託が育苗5,000枚、耕

転10ha、田植25ha、収穫25haで、乾燥は

高商農産に委託する。受託は集落内が6割

表15朝日村の調査農家(2000年)
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でその他10集落に及ぶ。標高差があるため

収穫期間を長くとることができる。オペレ

ーターは4名で中心はAのあとつぎである。

残りのメンバーは休日に手伝う。それぞれ

乗る機械を決めている。

b.斎藤農場(岩沢集落、農家80戸)-85

年に同年齢のKともう一人で開始。春秋の

作業を各30ha受託している。9割以上が集

落内で、その他5～6集落から受託している。

ここ5年の間に伸びた。

c.E農家一高根集落(農家120戸)は中

山間地域にあり、77年にEの父が中心にな

って17名で高根ライスセンターを設立し

た。オペレーターは若い5名がなったが、

後の8名は口だけ出すことに嫌気がさして、

90年にEは脱退し、個人で受託している。

②高商農産は、85年に転作受託のための

任意組合として、旧高根村の受託組織を代

表するA、E、Kその他1名(斎藤農場のメ

ンバー)で発足した。92年には新たに転作

受託40haを行い、旧村外にも出た。95年

に法人化し、補助事業で乾燥施設を作り、A

が主体となって乾燥の受託を開始し、同時

に利用権の設定を受けるようになった。形

式的には高商農産が借りた水田の乾燥を除

く水稲作業を関口組合等に委託する形だが、

実態は高商農産を通じてA、E等の個別農家

が借り、乾燥は高商農産に委託しているよ

うである。実際にも出し手はメンバー個人

を指名してくる。高商農産の経営水田は

42ha(うちメンバー自作地10ha)で2000

年には32haに水稲を作付けしている。Aが

中心になって26名で有機農産物組合をつ

くり無化学肥料栽培の米58ha、5,000俵を

自主流通米6割、計画外4割で販売してい

る。また高商農産は2名の若手(Aのあと

つぎ等)に5～6haつつ借地を分けて独立さ

せている。組織内に農地をプールして後継

者に渡すのが自らの使命だとしている。

③以上の高商農産と各組織との関係はか

なり複雑だが、図2にまとめておいた。こ

こで高商農産は重層的な役割を果たしてい

る。第一に旧村にまたがる転作の集落ぐる

み受託(その中心メンバーはK)、第二に乾

燥の受託(中心はA)、第三に有機米の販売

(同上)、第四に利用権の設定を受ける法人

組織、第五にインキュベーター機能、であ

る。さらにまとめると第一と第二の受託機

能、第二と第三のミニ農協機能、第四と第

五の実質的な農地保有合理化法人としての

中間的土地保有機能である。なおメンバー

は意識的に旧村規模で集まったわけではな

く、活動範囲も旧村を越えている。しかし

旧高根村が、中山間地域と平場にまたがる

広さと標高差をもっていることから、結果

的に旧村規模での結集をもたらしたといえ

る。
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図2各生産組織の特徴

(2)舘腰受託組合

同組合は明確に旧村規模を意識した組織

である。旧村農協内で受け手が見つからな

くて農協に頼みにくる農家が増え、農協の

呼び掛けで、地域の農地を荒らさないよう

にということで、同世代、同級生の仲間13

名が集まり、農協の施設を譲り受けて1985

年にスタートした。その後、兼業農家は辞
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めてもらって規模の大きい農家8戸の集団

となつたが、1の後継者ともう一人のメン

バーの後継者が新たに加わり、現在は10

名になっている。メンバーは4集落にまた

がる。

組合は三つのことを行う。第一は稲作作

業受託で、全機械作業受託4ha、耕転3ha、

田植14ha、収穫18haで乾燥は農協が行う。

第二は転作作業受託で、集落を越えた営農

集団と認められ、6集落から43haを受ける。

第三は土地利用調整機能で、貸し手から申

し込みがあったらメンバー全員で集まり、

原則として近接圃場のメンバーが受けるこ

とにしており、毎年4～5haつつ増えている。

舘腰村は大正期を最後に圃場整備がなさ

れず、圃場整備という集落単位の生産組織

化のきっかけを欠いていたが、いよいよ条

件が厳しくなった時にはもはや集落単位で

の対応は不可能であり、農協の呼び掛けに

よる旧村規模での規模拡大農家の自覚的な

結集になったといえる。高商農産が集落基

盤の組織との連携をもっていたのに対して、

同組合の場合はそもそも組織がなかったか

ら個人の集合体となったが、土地利用調整

機能は高南農産より強い。

なお同組合は、集落を越えた範囲で活動

している組織が補助事業や転作主体になり

にくいことから、集落重視の農政展開には

批判的である。

(3)上野生産組合(猿沢村、農家45戸、

水稲耕作23戸)

猿沢村は養蚕地帯だったが、養蚕は平成

に入りいよいよ衰退した。1981年に圃場整

備が完了し、87年に現組合長(専業農家、

村議)が「補助事業でコンバインを導入し

て組織を作ろう」と全戸に呼び掛けたが、

機械を所有して人もあり11戸で出発し、現

在は10戸がメンバーである。農協職員が2

名、村議、その他は村上市への通勤者であ

り、50代が多いが60代も4名いる。また

田植機だけの参加者が2名いる。

集落の水田40haのうち、構成員の所有は

18haである。稲作の管理作業は個人、機械

作業は共同で行う。転作は上野農家組合を

通じて受託し、メンバーの他に2名が加わ

る。受託については、乾燥作業もやるため

一日の作業に限度があるので、他集落は断

り、集落内から田植3ha、収穫6ha、乾燥

5haを行っている。

集落内には認定農業者が1名おり、かつ

てはメンバーだったが、組合が作業料金の

授受ではなく負担金徴収というシステムを

とっており、自らの収入にならないために

脱退した。この者に委託する農家も7～8

戸いるが、この者も2000年から秋作業は組

合に委託することにした。

組合は、農業者年金に伴う第三者移譲の

受皿(借入)としての機能も求められてい

るが、兼業農家が中心なので法人化は無理

だとしている。組合の中心メンバーである
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農協職員2名は自分達あるいは組合を認定

農業者として認めてほしい意向だが、「兼業

はかまわないが、農協勤務はだめ」と断ら

れている。組合は集落の農地を守ることが

任務であり、現在50代のメンバーが70代

になるまでの20年はこの形態で続くだろ

うとしている。

上野生産組合は、集落全体に呼び掛けて

組織され、かつ活動範囲が集落内にとどま

る点では集落営農に近い。しかし事業規模

的には集落ぐるみではなく、一部の兼業農

家による共同作業であり、それに若干の集

落内受託がプラスする。規模拡大という意

味での発展性はないが、強固な維持性が認

められる。

(4)朝日村にはその他にも、転作を契機と

しながら、情勢に押されて稲作作業受託を

検討する組織など、多様な展開がみられる。

その多くは集落を基盤にしているが、上野

をみても、集落ぐるみには遠く、その意味

では先にみた真室川町塩根川や森吉町鶴田

と集落ぐるみ営農の中間に位置する。しか

し最大の特徴は、旧村規模で受託組織や担

い手農家が自発的な結集体を組織し、担い

手同志の調整を行う一種のミニ農地保有合

理化法人ともいうべき機能を果たしつつあ

る点である。「集落営農」という言葉のイメ

ージからはみだす現実が生まれていること

に注目すべきだろう。

2.秋田県鹿角市「八幡平地域経営公社」

(2000年)

①鹿角市は秋田県の北東端に位置し、歴

史的には尾去沢鉱山の町だといえる。藩制

期には南部藩に属し、今日でも生活圏は岩

手県に属する。市とはいつても過疎化に悩

む中山間地域である。畑と樹園地が34%を

占め、「やませ」による冷害を受けやすいこ

ともあり、米単作性が最も強い秋田県下に

あつて、米の比重は1/3と低い。水田の圃

場整備率は65%だが、県平均より低い。そ

のなかで調査地の旧八幡平町はほぼ30a区

画に整備されている。

市は1994年に独自に農業構造改善計画

を策定し、その主要施策として「農業農村

支援機構」(アグリサポートセンター)と「地

域経営公社」の設立を打ち出した。機構は

当初は農地俣有合理化法人の機能をもたせ

たいとしたが、実際には総合営農指導拠点

施設として新規作物・加工商品の開発、情

報紙、経営者育成等を行っており、市の農

政課職員6名を張りつけて、費用は市が7

割、農協が3割負担している。農家調査で

はパソコン講座が女性に人気があった。

地域経営公社は旧町村単位に5つ立ち上

げることとし、「地域の困っている農家を手

助けし、新しい農村社会の仕組みをつくる

現代の"結"」というキャッチフレーズで、

農作業受託、土地利用調整、農業生産・加

工、直売・宅配、観光農園・オーナー農園・
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農村滞在施設、特産物レストラン、交流イ

ベントなど実に盛り沢山のことを行う予定

にしている。たんなる「農業公社」ではな

く、「地域経営公社」と銘打った所以であろ

う。

機構と公社との関係は、前述のように機

構が合理化法人として利用権の設定を受け、

公社に再設定するというものだが、市が出

資金の過半をもつ公社は農業生産法人の資

格がなかったために、経営コンサルタント

の派遣等にとどまる。

②このような壮大な構想にもとついて、

周場整備の終わった八幡平町に公社の第一

号が1997年に設立されたが、今のところ後

に続く気配はない。市は、「センサス結果や

独自のアンケート調査から作業委託等が大

いに増大する、しかし複合経営地帯であっ

て土地利用型の担い手は1集落2～3名しか

いない、しかも農家は同じ集落の人には頼

みたがらないし、集落の活動には格差があ

り、地域農業集団は高齢化から機能してい

ない」という判断にたって、第三セクター

の樹立に踏み切った。

八幡平公社の設立にあたつては各集落代

表による協議会、準備委員会が設けられ、

経営にたずさわる意向の者8名による経営

者会議を経て、最終的には表16に示す常勤

4名での出発となった。

Aは個人で兼業のかたわらかなりの小作、

受託をしていたが、秋作業の無理がたたり

長期入院した経験をもち、個人での受託に

は限界を感じていた。Bは妻が農業できず、

子供も女の子だけで、山間部での受託合わ

せて7haをワンマンでこなすことに限界を

感じていた。Cはリンゴ作に取り組んでお

り、高付加価値農業をしたいのが参加動機

であり、Dは稲作未経験のUターン者であ

り、鹿沼市農業公社に研修にいっている。

このようにメンバーはそれぞれの切実なバ

ックグラウンドをもっての参加といえる。

公社は、市1000万円、農協(JAかづの)

200万円、地域300万円(22集落、6生

産組合、20農業者で社員50名)の出資に

より設立された。各集落は5万円出資し、

代わりに環境利用料の名目で年2万円の支

払いを受ける。公社からすれば集落との繋

ぎ、情報収集費の意味がある。市は出資の

ほか、用地とミニライス、育苗施設、田植

表16八幡平地域経営公社の役員-2000年-
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機、無人ヘリ、コンバイン等の施設機械(補

助残1.7億円)の提供、人件費の半額補助

を行ってきた。

③公社の受託量の目標や実績は表17の

通りで、初年度はふるわなかったが、その

後は順調に伸びている。また畦塗り、草刈

りもオプションで行っている。

しかし公社の立ち上がりから99年度ま

での累積欠損額は市の計算では800万円強

に及んでいる。このような赤字の理由とし

ては、第一に、受託量の計画未達がある。

前述のように市はアンケート調査から相当

量の委託があるものとみていたが、問題は

そのアンケートが「いつから委託したいの

か」という時点を特定していなかった点で

ある。本稿のⅠでみたようにそれは意外に

先のことである可能性もある。公社メンバ

ーは、不況による市内企業のリストラと帰

農、集落農場制による秋作業共同等との競

合、隣近所に無理して頼んできたものを公

社に切り替えるわけにはいかない、といっ

た理由があるとみている。

第二に、収入面でのより大きな問題は、

農閑期対策としての付加価値事業のパッシ

ョンフルーツとミネラルウォーター製造が

ともに頓挫したことである。代わりに籾殻

煉製炭の製造や施設トマトに取り組んでい

るが、計画では1,600万円の収入が実際に

は300万円強と1/5に過ぎない。

第三に、支出面では、公社メンバーに言

わせると「担い手農家は条件の良いところ

だけやり、条件の悪いところを公社に回し

てくる」という面がある。公社の受託地は

半径15㎞に60～70箇所に分散しており、

表17八幡平地域経営公社の作業受託の計画と実績
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最速でコンバイン等をトラクターのトレー

ラーに乗せて20分かかる。移動1時間作業

15分の例もある。公社メンバーにいわせる

と「地域の農地を守れということで大風呂

敷を広げた公社」ということで公益性が前

面に出るため、条件不利な圃場も断れず、

かつ協定料金で受託することを条例で義務

づけられている。

第四に、多くの担い手農家が指摘するよ

うに給与の「高さ」があろう。確かに市役

所職員並みに格付けされた報酬は、経費の

6割を占める。

以上の複合的な要因に基づく累積赤字に

向こう3年(2000～2002年)の予想欠損額

をプラスした2200万円を3年間で解消すべ

く、その4割は前述の環境利用料の凍結、

役員報酬の15%カットなどの公社の自主

努力でまかない、残り6割を市が負担する

こととした。その項目には片道5km以上あ

るいは20分以上かかる圃場の受託料の

10%補填などがあげられているが、大きい

のは経営安定支援補助金という名目での人

件費負担の継続だろう。

そして環境利用料の凍結と人件費カット

を継続し、2006年には受託量を表17まで

伸ばすことで単年度黒字になると計算して

いる。

④公社について個別経営や集落営農でが

んばっている農家はどうみているか。八幡

平には2000年7月現在で48名の認定農業

者がおり、その大半は水稲単作あるいは水

稲とタバコ、野菜、畜産との複合経営であ

る。

このうち9戸と集落営農関係の2戸につ

いてヒアリングを行った。表18によると、

トップの2戸は水稲単作で相当規模の借地

表18鹿角市八幡平の調査農家-2000年-
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経営となっている。最後の2戸は集落営農

関係で非認定農業者であり、その中間にく

る10ha以下層は野菜、タバコ、しいたけ等

との複合経営でである。表示は略したが、

10ha以上層では農家①③を除き8～20haの

秋作業受託を行っている。今後の経営の意

向は、規模拡大5戸、現状推持5戸、将来

は離農1戸である。拡大は賃貸借である。

農業あとつぎの確保については、トップ3

戸は女の子だけ、その他の就業あとつぎも

ことごとく他産業常勤で、確保の見通しが

多少ともあるのはメロンに取り組む農家⑦

だけで、専門学校にかようあとつぎを普及

員が説得した。

農家⑳の石鳥谷の生産組織は、タバコ農

家の稲作の共同処理と若干の受託であり、

1975年に7戸で設立し、年齢も現在は50

代後半、全戸が夫婦共稼のあとつぎをもつ

ており、当面は安定している。農家⑳の谷

内集落は、75年に全70戸参加の組合を作

り機械をワンセットそろえオペレーター12

～13名でやっていたが、現在はコンバイン

作業を集落水田の6割40haやっている。オ

ペは60代の役員10名がやつており、年々

確保が難しくなっている。

公社の必要性については、10ha以上層は

「地域には生産組合も担い手農家もたくさ

んいる」「税金でよだれのでるような整備し

てもらって、我々と同じ土俵にのぼり、大

切なお客さんを奪っていく」「公社が大きく

なると担い手が育たない」「カントリ一をつ

くって省力化してほしかつた」という「当

面必要ない」という意見であり、10ha以下

の複合経営農家は「担い手がいなくなるか

ら」「息子たちは農業しないから」という理

由で「将来は必要だ」としており、集落営

農の2戸は「集落営農はこれ以上は受託け

られない」「個人の担い手は体調を崩すと終

わり」なので「現在必要になっている」と

いう認識である。

公社の問題点や要望については、第一に

独立採算でやるべき、公社だけでなく個別

経営や集落営農へも支援を、第二に冬場は

働かないのに、市内では重役クラスの「高」

貸金など総じてサラリーマン的で経営努力

が不足、第三に条件の悪いところを引き受

けない、第四に作業受託だけでなく借り手

になってほしい、などである。この点につ

いては市が過半を出資する公社は農業生産

法人になれなかったが、今回の農地法改正

で可能になった。

かくして地域における公社の立場は複雑

である。それは地域農業の維持のされ方、

逆にいえば崩れ方が著しく厳行的・まだら

的である点に係る。

谷内のような集落営農も崩壊の危機に瀕

している集落からすれば、公社は必要不可

欠であり、借り手として熱く期待されてい

る。しかし公社がたとえ受託面でフル稼働

できたとしても、八幡平1,000haの水田に
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占めるシェアは高が知れており、将来的に

はパンクするだろう。かといって村内に複

数の公社をたちあげる財政力はない。市の

旧村一つの公社構想も現状では八幡平一つ

のみである。

このような量的な限界に加えて、地域の

農地保全を標榜する地域経営公社としては、

転作作業受託にとりくんでいない点は致命

的であり、またいずれは水稲管理作業すな

わち賃貸借に踏み切らざるをえないだろう。

しかし中山間地域での管理作業にどこまで

公社の労働力で耐えられるか、また公社自

らが農業経営を行うことになれば、そのこ

との地域農業における位置付けが問われる。

他方、担い手農家や彼らの周辺集落から

すれば、公社は逆ハンディキャップをもつ

た競合であり、その設立は時期尚早である。

とはいっても彼らに世代継承性があるわけ

ではない。そしてほかならぬ公社メンバー

が、個別経営に限界を感じて公社に参画し

てきたのである。

⑤東日本における地域農業がこのような

まだら状況を呈している時、求められるの

は地域における諸主体間を調整する(流行

り言葉でいえば地域マネジメント)主体で

ある。市の構想は雄大だったが、農協や農

業委員会との連携が十分にとれているよう

にはみえず、また農家調査からは担い手農

家がバラバラな印象を受けた。求められて

いるのはハードよりもソフトのシステムの

ような気がする。

Ⅴ.東海の広域的作業受委託(愛知県海

部郡十四山村・弥富町、西尾市、1998年)

①東海地域は作業受委託が全国的に最も

進んでいる。その要因を調査地にみると、

海部郡は名古屋市から30分程度のところ

に広がる干拓地であり、また西尾市はトヨ

タ関連労働市場が展開しており、東日本型

の三世代世帯を踏まえて安定兼業化が早期

に進む、逆に通勤兼業化が三世代世帯を支

えるという関係にあった。家のあとつぎは

通勤者として家に残り、その上世代が機械

作業を委託しつつ自ら管理労働を担って自

家農業を維持し、その体力の衰えとととも

に「少しつつあきらめて」賃貸借に移行す

る。

他方で、農協が通勤兼業化のなかで農業

に残った者をオペレーターとして組織し、

作業受託主体を確保していく。この三世代

世帯、通勤兼業、少数受託主体の特定・確

保の三拍子がそろつたところに広範かつ広

域的な作業受委託が展開するのである。

調査は表19にみるように、三市町村14戸

の広域的受託農家について行った。
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表19調査農家の就業形態等-海部郡、西尾市、1998年-

②十四山村は伊勢湾台風の復旧事業とし

て1960年から1区画1.lhaの圃場整備に取

り組んだ。1960年代後半から集団栽培に取

り組み、生産調整の頃から大規模受託農家

が出現するようになった。81年からパイプ

ライン化が図られ、それに伴う水不足対策

として4つの営農組合が組織され、組合ご

とに1週間単位の水管理、基肥以降は田に

入らなくてすむ栽培協定、集団転作という

地域農業組織化が農協主導でなされていっ

た。

1970年から農協オペレーターが組織さ

れ、1990年には十四山営農受託部会(オペ

部会)が組織された。現在のオペは、村外

(三重県長島町、弥富町鍋田)からのスカ

ウトも含めて6名である。農協は農地保有

合理化法人資格をとり、村の利用権は全て

農協を通すこととしたが、農協としては利

用権よりも「日曜百姓でやれるシステム」

として作業受委託に力を入れ、集落の実行

組合長を通じて委託の申し込みを受け、オ

ペ部会員6名の地区割りをして配分する。

地区割りはオペ1名につき60haを目途にほ

ぼ営農組合ごとになされる。営農組合4に

対してオペ6なので1地区に複数が張りつ

くケースがあるが、その場合は組合内を区

切っている。地区割りにあたつては、保有

機械を全て届け出させ、更新は認めるが増

車は認めないこととした。地区割りは93

年に⑤農家を部会メンバーに入れ再編して

いる。転作は営農組合ごとに行い(当時は

ソルゴー)、その機械作業はオペが担当する。

このような農協営農部長が陣頭指揮をと

った整然たる地区割りは、実は営農組合ご
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との水管理が厳しい春作業についてのみで

あり、秋作業は地区担当制ではなくコンバ

イン台数を協定している。

弥富町の鍋田干拓(1955年完成)の鍋田

農協は、早くからオペレーターを組織し、

作業受委託のあっ旋をしてきたが、1975年

に弥富地域農業機械銀行が設立されてから

はその鍋田支所になった。委託農家は生産

組合長を通じて申し込み、農協営農課長が

マネージャーとなつて、農協オペレーター

(現在は13名)に配分する。オペは2～4

集落を割り当てられ、通常は1集落につき

オペ1名だが、2～3名のケースもある。

しかし実際にはオペは平均して7集落に

またがって受託している。委託者は、当該

地区のオペが気に入らない場合、作業日程

が合わない場合等は、農協に申し込まず相

対で委託するからである。かくして鍋田で

は自作、農協経由の委託、個人相対の委託

がほぼ1/3つつとされている。農協として

は受託者が個人相対分も公表して再配分す

ることを提起したが、委託者も受託者も今

のところのってこない。このようななかで

13名のうちll名までが管外の受託に打っ

てでている。

西尾市では73年に市内2農協が農作業信

託部を設け、当時は38名のオペレーターが

属していたが、現在は29名である。発足当

初から地区割りがなされていたというが、

既に「客とオペの結びつきがあり、当初は

オペを選択できるシステムでオペの競争を

あおった」ともされている。出し手とオペ

との関係も固定してきたので、ほぼ15年前

から農協が委託農家の意向をとりまとめる

ことはしておらず、報告を受けて清算事務

を担当している。現在は地区内にオペレー

ターが複数いる場合には作り交換で団地化

を図っている。

以上、3つの市町村の状況をみてきたが、

行政は構造政策を農協に委ね(弥富町では

農地流動推進員も農業委員ではなく生産組

合歴任者や農協理事等の営農委員)、十四

山・鍋田農協ともに旧村単位の非合併農協

として果敢に地域農業組織化を果たしてき

たといえる(99年に海部南部農協に広域合

併)。その点で同じく自治体単位の農協では

あるが大規模な西尾市の場合は、把握力が

やや落ちる。

③調査農家の概況をみると、いずれも三

世代、四世代と労働力のそろった農家であ

る。常雇をいれているのが5戸、有限会社

が2戸だが、雇用経営と家族経営に分かれ

る(雇用者の給与は時給1,300円、日給

10,000円、月給27～28万円で、雇用形態

にかかわらず時給1,300円がベースであ

る)。海部郡では4戸が鍋田干拓の入植農家、

2戸の父が農協退職者、4戸が他産業経験者

であり、西尾市では全員が勤務経験者であ

る。すなわちほぼ全員が生粋の農家ではな

く、入植や他産業での経験を積んでおり、
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そのことが何がしか大規模受託経営にチャ

レンジする素地になっているといえよう。

十四山村では村外から2戸が農協オペにス

カウトされている点に、このような特徴が

端的に現われている。

表20に彼らの借地や受託を示したが、貸

借、水稲受託、転作受託を併進させている

のが特徴である。借地や受託の形態は、十

四山は利用権と部分作業受託といった正常

な形をとっているのに対して、西尾市は相

対小作や全(機械)作業受託といつたあい

まいな形態が多い。弥富町はその中間であ

る。

西尾市で相対が多い理由は、相続税納税

猶予地が多いこと(周辺市町平均で11.1%、

西尾市は8.7%。刈谷・知立市は2割を超

す)、転作助成金の方が高いので貸付田が転

作ローテーションに当たった年は解約する

といったドライな行動が通る点だが、根本

には農地管理の緩みがあろう。相続税問題

については親世代が管理不能になって貸し

付ける時期は、とりもなおさず相続が近づ

いた時期であり、納税猶予を受ければ利用

権設定はならず、実にタイミングが悪い。

表20調査農家の事業概況-海部郡、西尾市、1998年-
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なお小作料については、農業委員会のそ

れとは別に農協合理化事業独自の標準小作

料がある。十四山では30a以上は政府米

110kg、弥富は30a以上90kg、鍋田は条件

がよいので120kg、西尾市は90kgであり、

農委の標準小作料の20～30%増しだが、い

ずれも引き下げ傾向にある。

委託者は、世帯主が高齢あるいはサラリ

ーマンが大半であり、委託の理由は、「機械

をもたない」「農業したくない(みんなが休

んでいる時、とくにゴールデンウイークは

農業したくない、たまの休みはゴルフした

い)」「労力不足」であり、60歳以上の高齢

者がいれば作業委託、いなかったり70歳過

ぎたりしたら貸し付けということである。

貸し手は圧倒的に作業委託から移行した

土地持ち非農家であり、借り手としては彼

らの財産管理者だという意識が強い。また

農協の地区割り下では「農協の下請け」意

識もある。あわせて「農協下請けで土地持

ち非農家の財産管理している」という意識

である。かつて彼らは典型的な「賃耕屋」

(山下惣一)と呼ばれたが、その賃貸借段

階版ともいえる。

海部郡の受託者の最大の特徴は、貸借も

さることながら特に作業受託で積極的に町

村外にうってでている点である。郡内はも

とより、県内では名古屋市、一宮市、師勝

町、稲沢市、小牧市、県をまたがっては三

重県長島町、木曽崎町、岐阜県岐南町など

である。最遠では高速道で2時間かかる。

このような広域的受託を可能にしたのは地

域による作業時期のずれであり、それに品

種による適期のズレが加味される。農家⑦

の地域と時期を示したのが表21である。ほ

ぼ1週間単位で移動していく。そのため圃

場分散が規模拡大の条件になり、それを地

域差でカバーしきれなくなると雇用経営に

移行する。

西尾市の場合は市域が広いので、その外

に出るのは少ないが、貸借や全機械作業受

託を旺盛に展開している。それを支えるの

は品種による作業時期のずれである。農家

⑫の収穫時期をみると、ひとめぼれ(8/15

～8/20)→コシヒカリ(8/20～9/5)→

ゆめつくし(9/5～9/10)→ツクシバレ(9

表21農家⑦の事業面積と作業時期
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/10～9/17)→あおいのかぜ(10/10ま

で)と1日も切れることなく作業が続く。

このような多品種を作って売り尽くすには

農協まかせにできず、個人販売が欠かせな

い。とくに⑬は吉良クリーン研究会を組織

し、有機肥料を使い、健康食品2社とゴル

フ場に直売している。

広域展開の場合は、地元にまとめ役をお

く、地元組織の下請け、地元の従業員、仲

間の受託者等に調整連絡を依頼している。

難点の一つは地元の道路を泥などでよごす

ことに対するクレームであり、強くなれば

地元に掃除者を置くしかないとしている。

今後の展開については、いずれも拡大意

向であるが、方法としては作業受託・利用

権の両方が8戸、利用権中心5戸、作業受

託中心4戸と、いずれかの踏ん切りがつか

ない。もともと大規模なので労力的に限り

があり、米価が下落するなかで、作業受託

の方が「収入が安定」「経営責任・通水路の

補修の負担が無い」ので良いが(この地域

では数少ない担い手として転作はまぬがれ

ないので、他地域のような「転作なし」の

理由は少ない。また受託のディメリットと

しては、「面積変動が大きい」「料金引き上

げが難しい」「作業の希望日を指定される」

「畦を抜けない」等があげられる)出し手

側の事情で賃貸借に移行せざるをえない状

況にある。他方で、作業料金の値上げは困

難だが、小作料の方は低下→ゼロ→管理料

徴収の方向にあり、米価下落の点をおけば

相対的な有利性が増す方向にある。

法人化については、既に法人化した理由

としては、「親戚を雇っているので年少のあ

とつぎが指揮するうえで就業面を明確にし

ておく必要がある」「もうかっているのでは

ないかという周囲の目があるので会計を明

確にした方がよく、貸し手も安心する」と

いうものである。今後の法人化については

検討中がほとんどであり具体化の気運にな

いが、「嫁がきたら経理をまかせて法人化す

る」「従業員募集を職安に出せる」「米販売

のPRができる」「信用確保」といったメリ

ットを求めている。

経営継承については、既に後継者を擁し

ているのと、子供に継がせたいとするのが

併せて10戸で、その他は子供が女の子だけ、

幼少のケースである。つまり基本的に血の

つながりによる継承を考えており、雇用者

確保の意向は強いが、それはあくまで単な

る労働力としてのようである。

なお調査後の事態として、麦・大豆の転

作奨励に伴い、水稲受託を減らして大豆の

大規模転作にチャレンジする動きも出てい

る。

④調査地では、少数の残った大規模農家

が、農協による管内の地区割りに沿って規

模拡大しつつ、地域や品種による作業適期

のズレを活かして広域的な規模拡大を展開

している。そこでは域内については団地化
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が望ましいが、域外については、そもそも

その拡大方式が分散型であり、また拡大拠

点を確保するうえでも飛び地化が必要だっ

た。

域内での団地化の方法としては、地区割

りの徹底があげられる。「集落の農地は集落

内へ」といった発想も集落単位の地区割り

であり、この地域の地区割りはその広域化

ともいえる。しかし、地区割りは受け手が

ごく少数に絞り込まれ、出し手の自作(地)

に対する農家としての執着が薄れない限り

徹底できない。この地域の農業構造をもっ

て一つの理想であるかのごとくに位置付け

る見解もあるが、要するに農民層分解の徹

底がその条件なのである。現実には、この

地域でも完全な地区割りにはほど遠く、相

対関係が地区割りと錯綜しており、それを

整理する段階には至っていない。そこで地

区割り補完するものとして作り交換がなさ

れている。そして受け手農家の盛衰や新規

参入者のことを考えると地区割り自体を一

定の間隔で見なおす「割り替え」が必要で

ある。

地区割りや作り交換が成り立つためには、

どの受け手に委託しても同程度に管理して

くれるという受け手サイドでの作業精度の

均一化と、出し手の農業(者)に対する理

解である。経営者のなかには過労から体を

こわしている者もいるし、また総じて後継

者クラスは親から指示された作業をこなす

に汲々として、経営全体やいわんや地域農

業に目がとどかない印象を受ける。「貸耕

屋」「下請け財産管理者」意識から脱却した

経営主体、地域農業の担い手としての自覚

と家族内外の協同が求められている。

Ⅵ.島根県の特定農業法人

1.津和野町の「ほたるの里つわの」「さ

んぶ市」(1999年)

①島根県は1975年からの新島根農業振

興政策で、「集落の目線で、話し合いを通じ

て」を基調としたが、明確な集落営農の意

識はなく、1991年の「中山間地域集落営農

推進事業」から集落営農が強く意識される

ようになつた。1999年の「がんばる島根農

林総合事業」では集落営農が事業主体にな

れるようにし、同年の議員提案による中山

間地域活性化基本条例で、高齢化率35%以

上の集落が地域おこしのプランを策定した

ら、何につかってもよい金として1集落100

万円を助成することにした。高齢化率の高

い集落に活性化を求めること自体が矛盾だ

が、集落崩壊の危機を目前にした「待つた

なし」の政策ともいえる。

このような県農政なかんずく中山間地域

政策の集落営農路線のもとで、同県は特定

農業法人が10を数えている。なかでも津和

野町は「おくがの」、「ほたる里つわの」、「さ

んぶ市」の3法人が一挙に設立された。

このなかでは「おくがの」がリーダー的
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な存在で有名なので、後二者についてポイ

ントを紹介する。

②「ほたるの里つわの」(上横瀬下横瀬

集落)は、当初は現在のオペレーター3人

で有限会社を作ろうとしたが、「それではま

ずいことにならないか」と集落に呼び掛け

たところ、地権者全員が参加を表明し、19

戸での発足となり、97年に法人化した。全

員参加の動機は「今はともかく将来は集団

化が必要」「仲間外れになりたくない」とい

うものだつた。オペレーターは4名で、中

心は50歳(自作田1.4ha、小作田2.5ha、

畑1.2haのほか山林100ha所有の農林家で、

ハウス50aでメロンとわさび苗をやりその

粗収益1,000万円)である。そのあとつぎ

20歳は自家農林業見習いであり、ほか1名

もあとつぎが山口市の造園会社に勤め、法

人のあとつぎ候補は2名いる。中山間地域

総合整備事業で圃場整備に取り組み60～

100a区画にし、14haの利用権を一括法人に

設定し、基幹3作業を法人が行い、管理作

業はメンバーの手上げ方式にしているが、

実際はオペがやらざるをえないのではない

かとしている。

「法人は儲けず、トントンでよい、集落

営農は経営の主体にはならないが、集落の

維持、農業継続に不可欠だ」という位置付

けである。現実に中心オペレーターは前述

のように林業経営や施設園芸で主たる生計

をたてつつ集落営農を支えているのである。

大区画圃場にはしても、火災に備えて水路

に水を流しておく必要からパイプライン化

はしないという点にも、生活優先の姿勢が

現われている。

③「さんぶ市」は、三歩市集落(総戸数

22戸、農家15戸)の法人。1980年に20

代の青年による話し合いと秋祭りのための

「永森会」が作られ、若手による集落の意

思決定の種がまかれた。83年で有志8名で

稲作機械一式を共同購入し、89～96年のブ

ロックローテーションで共同意識がはぐく

まれた(ブロックローテーション自体は助

成金体系の変更や転作による猪害で97年

にやめた)。92年に前述の県の中山間地域

集落営農推進事業で新たに全戸で稲作機械

一式を購入し、法人化した。オペレーター

は44歳1人(茶1ha)、65歳2人(1人は

元農協職員で現在の組合長)で、集落の基

幹3作業の9割を受託している。定年近い

新規就農候補者を3名かかえているという

(町農林課長、農協支所長、女性の市役所

職員)。

1.8haをやむをえず借りている。個人が

借りたら草刈りの困難から赤字化するとい

うことで、法人で借りてみんなでつくるこ

とにした。「10年は大丈夫と思っていたが、

思いがけず借りることになりました」と組

合長はいう。

個別の農家で努力しても担い手不足は解

決しない、そこで農家としては農外所得で
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生活を支えながら、組合として農地を守っ

ていく、という位置付けである。しかし一

人ぐらいは専業で中心になつてやる人がい

ないと困るということで、組合で施設園芸

を導入し、先の44歳のオペ(茶農家)に管

理させ、専業農業の条件を集落として整え

ようとしている。

④二つの特定農業法人とも、「集落営農」

といっても、始めから集落ぐるみを発想し

たわけではなく、途中から集落ぐるみ組織

に変じた。また集落「営農」といっても、

そこに「経営」としての自立性の追求があ

るわけではない。オペレーターは集落営農

以外に生計の手段を確保しつつ、集落営農

を支える。そして集落営農で集落農業を支

えることを通じて集落の定住条件を確保す

るところに、その真の狙いがあるようであ

る。

2.鹿足郡柿木村の「グリ-ンファンタジ-」

(2000年)

①柿木村は山林96%、農地2%の地域で、

木炭の製造としいたけのナ夕日栽培が生業

だったが、しいたけは80年代なかば以降は

輸入におされて苗床推茸に転換した。1972

年豪雨、73年豪雪で過疎化に拍車がかかり、

その復旧事業を契機に公共事業依存の土木

兼業立村になった。公共事業が一巡した平

成に入り村の新たな方向が模索され、20年

前から20数名のグループが有機農業に取

り組んでいたのを踏まえて、91年に「柿木

村総合振興計画一柿木村の夜明け-」で「健

康と有機農業の里づくり」の方向を定めた。

有機農業研究グループは現在32名、40

代主婦が中心で「100姓100品」をめざし

ている。農協が扱わないので、村が産業課

に流通担当1名をおいて消費者グループ、

生協と産直をしている。このグループとは

別に有機米の会54戸、有機野菜の会52戸

(メンバーの8割は重複)が産直を行って

いる。また14名の主婦が77年から農産加

工組合でみそ・梅づけ・もち・竹の子を扱

っている。

77年から圃場整備に取り組み、整備率

77%に達している。学校給食に柑単で地元

の米を提供している。1997年に道の駅、ふ

れあい館(地域資源総合管理施設)、地域食

材供給施設、ふれあい広場を作り、98年に

第三セクター「エポックかきのきむら」を

設立、きのこの生産販売、道の駅の管理を

している。先の県の「100万円事業」には

60集落のうち22集落が取り組むが、高齢

化が基準なので、やる気と無関係で使途に

困るとしている。

大井谷の棚田は600年の歴史をもち、30

年前は17haあったが現在は10haで、うち

6haを耕作している。棚田地域振興座談会

から「助(たすけ)はんどうの会」がつく

られ保全を話し合ってきた。当初は石積み

を外して圃場整備の意向だつたが、事業費
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が10a600～1,000万円かかるということで

頓挫し、98年からの棚田地域等緊急保全対

策事業で、畦塗り、耕作道、水路、畦畔の

基盤整備を行っている。「棚田天然米」を1

俵36,000円で販売する。

②「グリーンファンタジー」(以下GF)

は殿明集落(農家20戸)につくられた組織

である。殿明集落は戦前の農村経済更生運

動時に農事実行組合で作業所を作るなど、

共同の歴史をもっている。82年に村内最初

の圃場整備を行い、平均20a区画に整備さ

れた。高齢寡婦4戸の所有になる3haの引

き受け手がいなくて、集落の真ん中に萱が

たつ、カメ虫も発生する、償還金の負担も

あるという問題に直面して、集団化により

利用権の設定を受けるため、93年に14戸

が参加する農事組合法人を作り、農業生産

法人になった。参加にあたっては全戸が機

械を個人で処分した。利用権設定すれば村

単事業と国の制度で助成を受けられ、機械

も補助事業で導入できるということで、メ

ンバー全員の水田の利用権をGFに設定し

た。津和野町の「おくがの」のリーダーに

心酔して始めた集団化だが、利用権設定の

点では先行することになつた。出資金1戸

当たり10万円も全員が農協から借り、利益

で償還した。

97年に特定農業法人化した。たんなる法

人だと余剰がでれば課税されるし、それを

避けるために配分してしまうと機械の更新

ができない、ということで繰り越し可能な

特定農業法人としたわけである。

利用権設定水田は12.lha、うち水稲

9.0haである。小作料は10a20,000円で、

標準小作料16,000円との差は参加農家の

償還金支払いと保有米確保のためであり、

償還が終われば下げる予定である。畦草刈

りをしたら7,000円をバックペイする。で

きない人は組合がやる。生産調整は割当

3.5haで、転作は1ha、生協の遊び場用に

20a、その他は調整水田である。転作は無償

で水田を貸し、やりたい人がやって収穫物

は自分のものにし、助成金は組合がもらう。

道路を歩いていて、水田に水がないことを

知れば、誰でも水をかけるという。なかに

は中干ししているのに水をかけられてしま

った例もあり、「みんなが田をあずける=あ

ずかる」関係にあるという。

初年度は60代なかばの農家1名をオペに

雇った。広島に勤めていた者を引き抜いて

1日10,000円で365万円を保障したが、い

ろいろと行き違いちがあり辞めた。そもそ

も1人では水路管理などできないし、若い

者が土地と手を切るとアパートを借りて町

場にでたりしてしまうので、土地に結びつ

けておく必要がある、1日1万円もらえば

パチンコ代にもなるということで、メンバ

ーからオペを確保することにした 。作業者

は8名、オペは6名で、40代4名(自動車

部品工場、益田青果リーダー、電気屋自営
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1名)、50代2名(左官、その他)、60代1

名(役場停年)、70代4名(土木、農業)

で時給1,500円である。

米は山口県の業者、島根県の生協に低農

薬米として販売している。1次生産費は県

平均140,303円に対しGFは81,158円、労

働時間は県平均49.8時間に対し18.2時間

と大いにコストダウンを果たしている。余

剰金は「農地を守るのが目的なので働く者

に厚く」ということで従事分量配当にして

いる。

GFが生産した餅米を使った女性のもち

加工クループがあり、道の駅、老人福祉セ

ンター、スーパー等へ販売しており、その

販売額はGFを上回る。

なお柿木村は山村だが、殿明集落自体は

平坦地にあり中山間地域直接支払いの対象

にはならない。

組合は、40代が4名おり、あと20年は

この形でやれるとしている。他集落から作

ってくれといわれるが、当初から10数ha

で出発したので無理である。あくまで自分

達の現状を守っていくのが基本である。

GFの刺激を受けて、隣の向洋中組も農事

組合法人「たぶの木」を作り、機械作業を

受託している。こちらの方は余裕があると

いうことで、他集落からも受けている。

「さんぶ市」同じく、農外所得に支えら

れた組織だが、「さんぶ市」が農業専業の中

核オペを確保しようとしているのに対して、

GFはオール兼業である。その代わり多数の

オペを確保し、そのなかに40代の若手もい

る点が異なる。

Ⅶ.西日本の第三セクタ―-「最後の駆け

込み寺」

1.兵庫県宍粟郡の宍粟北みどり農林公社

(1997年)

①同公社は宍粟郡北部の一宮町、波賀町、

千種町にかけて展開する財団法人の公社で

ある。中心となる一宮町は、山林92%、耕

地3.6%の山村で、姫路市から北へ44㎞、

車で1時間、中国縦貫道山崎ICから14㎞

山崎一大阪間はバスで2時間である。二次

産業が就業人口で55%を占めるが、伝統的

な製麺業等と弱電が中心である。一戸当た

り水田40aという飯米農業地帯であり、Ⅱ

兼が90%を占める。認定農業者は一宮町3

名、その他はゼロである。要するに個別の

担い手がほとんど欠如した地域といえる。

農地流動化推進員には農業委員と39集落

の農会長がなっているが、地域では農会長

が集落の農業関係のまとめ役として高い信

頼を得ており、生産調整、公社への作業委

託の申し込みの取りまとめ、農地流動化の

推進にあたっている。

②旧ハリマ一宮農協は、1970年代前半の

圃場整備を受けてライスセンターを建設し、

80年から農協経営受託事業に取り組んだ。

特徴的なのは、兼業農家の出役やそれへの
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再委託が困難なことを見越して、ライスセ

ンターの運営も経営受託事業も農協直営と

し、経営課職員6～7名と季節雇用3～4名

が管理作業まで含む農作業、農業経営に携

わった点である。

「農協が百姓そのもの」であり、農協は農

家組合員から厚い信頼をよせられている。

1994年に郡内3農協が合併しJAハリマ

になつた時、農協サイドが行政に呼び掛け

て財団法人・農地保有合理化法人としての

公社の設立になった。基金の1.2億円は行

政が6割、農協が4割を出資した。公社の

職員は元農協職員の業務課長、女性事務員

のほか、オペレーターが6名、臨時のオペ

が2名である。オペは23～45歳にまたがり、

農協時代からの継続の者が多いため、給与

は農協にスライドしている。

公社の事業は表22の通りで、次の四つで

ある。

a.農地保有合理化事業一農家から利用権

設定を受けて農家に再貸し付けする。調査

時には100戸から140筆、18.2haの設定を

受け、集落の農会長を通じて再委託してい

る。標準小作料10,000円に対して、受け手

から8,800円とって出し手に8,000円支払

っている。原則的に圃場整備済みを借りる

が、機械が入るところであれば未整備田も

地代を低くして受けている。ただし機械の

入らない棚田は受け手がいないし公社とし

ても面倒みれない。

表22宍粟北みどり農林公社の事業実績

44



受け手はA(54歳)が最大である。Aは

農機販売会社の社員として郡内農家をくま

なく歩いていたが、50歳で脱サラして受託

を開始した。自作地58aに対して調査時の

借地は13haだった。田植4.8ha、収穫6.5ha

の作業受託もしていた。妻は他産業常勤で

男の子はいない。このほか、定年後の自作

地30～40aの者が再貸し付けを受けて100a

程度耕作するのが一般的な姿だった。

しかるに調査後、Aは管理が大変という

ことで借地を5ha程度まで減らした。それ

が表22の事業量の減少の原因である。ほと

んど唯一といえる個別の担い手も後退した

のである。

b.管理耕作一公社直営の農業経営である。

調査時は140戸の農家から180筆30haを受

けていた。表22では水稲が減り、転作の黒

大豆(丹波の黒豆)が増える傾向にある。

地域の転作割当は40%に及び、黒大豆は収

量もよい。その他は管理休耕的なものであ

る。合理化事業や次の作業受託が減少ある

いは横ばい傾向のなかで、この管理耕作だ

けは増大しており、それを生産調整がらみ

でこなしているのが現状である。

c.農作業受託一表22にみるように、事業

量として最大であるが、減少あるいは横ば

い傾向である。

d.農閑期対策一不耕起栽培、黒大豆の機

械移植、花卉栽培、棚田の山ふき栽培等の

試行、森林組合と分担して林道、遊歩道の

整備、草刈り等を行う。

なお育苗施設、乾燥調整施設は農協有で

公社はリース料を払って借りており、その

他の機械施設は公社有である。

公社は96年度に500万円弱の赤字となっ

た。収量減、償却費負担、転作の関係で育

苗が減少したことが原因としており、赤字

は出資割合で農協と自治体が負担した。

1999年度も同様だったが、2000年度はリー

ス料も減ってきたのでトントンになる見通

しである。

③農会長を中心に10戸の農家の聞き取

りをしたが、総じて公社に対する期待は大

きく、不満も強い。公社への期待としては

作業受託、経営受託、担い手育成、棚田保

全等であるが、担い手育成については「育

たないだろう」、また棚田保全については

「木でも植えておけ」「機械が入らないから

無理」「採算の採れる範囲でやるべき」と否

定的な意見も多い。「必要ではあるが、赤字

を出してまでは」というところである。受

託農家への指導、集落営農のオペレーター

の研修、小型機械の農家への貸し出しとい

ったソフト面での建設的な意見もある。

不満は「作業が雑」ということに尽きる。

山間棚田を舐めるように耕作してきた高齢

農家からすれば、経験の少ない若者が大型

機械で行う作業自体が耐え難いのだろう。

では集落営農はどうか。比較的しっかり

やっているとされる二つの事例がある。一
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つは上岸田集落(農家45戸)であり、機械

を個人で買うのは大変ということで稲作機

械一式を共同購入した。オペレーターは以

前は自由の利く人が3名いたが、今は自営

業やサラリーマン10名(会社、弱電、そう

めん、建設、製材等の勤務、大工、左官)

が土日と休暇でこなしている。田植とコン

バイン補助には農家の半数が出る。収支は

公社より1,000円安の料金でやってトント

ンだが、出役がかなわない。役員会が平日

でも呼び出すので困る。あと10年はもつだ

ろうが、その後は自分で作れる人が集まっ

て共同でやり、できない人は公社に頼むこ

とになるだろうと分解を予測している。

福中集落(農家21戸)では機械は上岸田

同じく全戸で共同購入。オペレーターは始

めの頃は多数いたが、10年前から4人にな

り、一人がケガをして降りたので今は3人

(46～62歳、接骨院、採石場勤務)。オペ

レーター補助が2名だが、一人は70歳であ

り、二人とも二年任期でなった。日当は

13,000円である。オペが決まらないので解

散を話し合ったこともあるが、「せっかく機

械があるのだからできるだけ続けよう」と

いうことになった。機械の更新ができれば

よいので、料金を公社よりも安くできるの

が唯一のメリットで、継続したいのが本音

だが、オペが確保できなくなれば公社に頼

むしかない。

④要するに地域農家は公社に対して文句

はたらたらだが、かといって個別経営や集

落営農に自信があるわけではなく、最後は

公社に頼むしかない状況である。苦情の点

では、公社は受け手であると同時に客観的

な調整役たることを期待されているようで

あるが、自ら作業・経営をする主体が、同

時にこのような調整機能を果たし、苦情処

理することは公平性の点からも不可能であ

る。第三の調整主体が農家の要望・苦情と

公社の言い分の間にたつべきだが、地域に

はそのような自覚がない。

公社は当初、若手を要請して担い手農家

として自立させるインキュベーター機能を

掲げていた。しかし「公社が30haやって赤

字のところを個別農家が10haやっても見

通しはない、10haを朝から晩まで一人でや

る時代でもない」ということで、インキュ

ベーターたることは断念した。地域唯一の

土地利用型農業の担い手ともいうべきAが

経営縮小した点でも、それはうなずける。

ここでの集落営農は公社よりも安い作業

料金で行うことを金科玉条とし、収益をオ

ペ貸金に回して確保する気はなく、こまぎ

れ労働力のかきあつめで対応している。こ

のような仕組みは早晩行き詰まらざるをえ

ず、それでも地域の農業と農地の保全をめ

ざすとすれば、宍粟北みどり農林公社が「自

分たちが地域農業の担い手になるしかない。

農家の最後の駆け込み寺だ」と自らを位置

付けるざるをえない。しかしそうなると、
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三セクが農業経営の代行をし、農業経営に

とって代わることの意味が問われざるをえ

ない。

2.高知県長岡郡大豊町「大豊ゆとりファー

ム」(1998年)

大豊町は徳島、愛媛との県境の標高500

～600mの山間に位置し、1987年の高知自動

車道大豊ICの開通までは陸の孤島だった。

そこでの三セク設立の背景は宍粟北みどり

公社とかなり似たところがあるが、地域か

らの動きと行政側の積極対応の点で注目さ

れる。その詳細については他にゆずり(7)、

ここではストーリーの粗筋だけを紹介する。

大豊町の庵谷地区(集落は東庵谷、西庵

谷)では、町外の建設会社の役員をしてい

たY氏が1990年に東庵谷の区長を引き受け

た際に、ふるさとのむらでの高齢化にとも

なう作業困難を目のあたりにしてアンケー

トをとり、その結果を踏まえて、91年に地

権者とオペレーター7人(建設会社勤務の

兼業農家)からなる計33戸で庵谷水稲生産

組合を組織し、作業受託を開始した。山間

地での受託は採算割れが必定だが、Y氏や

オペ層の技術と経験をいかして町の圃場整

備事業を請負い、その収益で作業受託の赤

字を補てんする形をとった。この点では県

単の「せまち直し事業」の存在が寄与した。

このような庵谷の動きに対して周辺集落

からの委託希望がでてきたため、行政も町

規模での組織化を模索し、町の総合計画に

も位置付けて、「大豊ゆとりファーム」の設

立に至った。「ファーム」は、借入はせず作

業受託のみを行い、農家や集落営農で管理

作業をしてもらう、圃場整備を「兼業」す

ることから農業生産法人化はさける、三セ

クも5年程度で独立採算を求められるので

避ける、他方で組織自立を厳しく追求する

必要がある、といった理由から、町・農協・

庵谷清算組合の出資による株式会社形態を

選択した。オペレーターはY氏のほか、新

たに採用したUターン青年2人である(庵

谷組合のオペは兼業なので常勤化は困難だ

った)。また新たに高知市内のアンテナショ

ップを始め、そこにパートの女性4名を入

れている。

ファームは圃場整備収入による支えを引

継ぎつつ独立採算の努力をしているが、そ

れに対して町も支援策を模索し、ファーム

が65歳以上の地権者から受託した場合に

は、平場(南国市)との生産費格差の8割

をファームに支払う「ゆとり農業推進交付

金」制度を作った。それに対応して県も、

三セク等が作業受託する場合、市町村が行

う料金補助の1/2を負担する「ふるさと農

地保全支援モデル事業」を立ち上げた。折

から国も中山間地域直接支払い制度を検討

していた時であり、その先取り実験の意味

もあっただろう。

交付金は短期間に紆余曲折を経た。当初
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は12,000円のファームへの支払いだった

が、地権者から不満が出て、交付金は標準

料金に組み込まれ、結果的に地権者が受益

することになった。ついで国の直接支払い

制度ができたので、町と県の交付金事業は

廃止されたが、国の直接支払いが地権者に

帰属したこともあり、町のそれが復活され、

現在では結果的に国町併せて受託者は

10,000円、委託者は23,000円の直接支払

いを受ける仕組みに落ち着いている。

ファームの1999年の事業量は、耕転8ha、

田植11ha、収穫14ha、乾燥調整35ha、圃

場整備2ha、農産物販売7,000万円である。

ファームが敢えて作業受託のみとしたのは、

管理作業は地権者が集落営農等で担い、集

落ぐるみで自分たちの農地は自分達で守る

気概を期待したからだが、現実には集落営

農は困難化しており、管理労働も委託した

い意向が強まっている。

大豊町の事例は、地域住民自らのリーダ

ーシップと下からの取り組み 、他産業兼業

による経費補填等の創意工夫を町や県自治

体が支援し、行政とファームと集落営農が

一体となって農地保全に取り組んでいる点

が注目される。しかし、その集落営農とい

う一角が崩れると、北みどり公社と同様の

「最後の駆け込み寺」への道を歩まざるを

えないだろう。時あたかも株式会社の農業

生産法人化が法認された。

Ⅷ

まとめ

①問題の地域性一まだら現象-

北海道では負債と高齢化の二重苦の下で

加速化が予想される離農に対して、残る農

業者の土地負担力も乏しく、跡地の受け手

がどれだけいるのか、受けるとしても単作

化・粗放化の方向での青天井的な規模拡大

が地域農業の展開にプラスなのかが問われ

ている。あるべき経営像の確認、売買への

過渡としてでなく「それ自体としての賃貸

借」の規範形成・農事実行組合の関与、そ

して協同化の必要性が指摘される。

東北では真室川町塩根川集落にみるよう

に、実態としての三世代家族の崩壊は思っ

たより進んでいた。当地に限らず東北・北

陸の集落悉皆調査では2ha未満の耕作農家

がすぽっと抜け落ちている事例にすくなか

らずぶつかる。今後は東日本なかんずく東

北が農地流動化の本場になることが予想さ

れる。

それが可能なのは受け手がなおそれなり

に存在するからである。しかしながら受け

手の賦存、分解の状況は集落ごとに著しく

「まだら」であり、鹿角市にみたごとく地

域農業の舵取りは難しい。そこで求められ

るのは、地域の農業構造、流動化の見通し

に衆知を集めることである。農業関係機関

や農業者が糾合して行わなければ判断を誤

り、結果に責任がもてない。そのなかで現

在の受け手のさらなる受け手を考えなけれ

48



ばならなくなりつつある。

それに対して受け手がいよいよ希薄化す

る西日本では離農が容易でないため、東日

本では極端にいえば消滅してしまった2ha

未満耕作農家が大宗を占めている。そして

東日本以上に進む過疎化と高齢化のなかで、

個別には維持困難になった農業経営を「む

ら」規模で維持し、さらには第三セクター

による補完する努力が必死に続けられてい

る。

本稿では九州等の事例を欠いているが、

水稲の銘柄品種が東日本に偏り、しかも全

般的に米価が下落するなかで、専業的農家

として生きるためには施設園芸等の集約化

が不可欠になつてくる。しかし複合化・集

約化が進むと今度は稲作農業が重荷になり、

彼らにより稲作共同処理のための生産組織

化等がなされているが、他人の稲作の面倒

までみる「担い手」としての余裕はない。

そのなかで意外に兼業農家や定年後農家の

グループが作業受託や借り手となっている

ケースも少なくない。それは新基本法が描

く経営像と著しく異なる。かくして集約農

業化が進むなかで、地域の土地利用型農業

を誰がどのように担うのかが問われている。

②経営政策と構造政策

以上では、受け手の賦存状況がある意味

で決定的だつた。Iの高齢農家の項でみた

ように、作業受委託や賃貸借の最大の促進

条件は「受け手が存在する」ことだった。

その意味では個別経営に直接に働き掛けて

受け手を育成する経営政策は重要である。

ここでいう「受け手」と「担い手」は実

態的には重なり合うが、含意は異なる。「担

い手」とは、個別経営以上の(社会的な)

何かを担う者をいう日本語である(個人が

市民社会の成員として存在する西欧的理念

にはない言葉)。借りたり受託している者は

他人の経営や作業を担っているという意味

では「担い手」だが、個別経営の観点から

はたんなる一経営、受託をする経営だろう。

他方で、担い手は「はじめに」で述べたよ

うに農業経営だけに限られない。かくして

受け手を担い手として育成し、同時に農業

経営以外の担い手を創出し、地域農業をい

かに継続発展させていくかという構造政策

が依然として重要である。

③「むら」

このような構造政策が働く場として「地

域」がある。「構造政策が働く場」とは、そ

の「場」が農地流動化、土地利用(生産調

整)、担い手育成における何らかの調整の範

囲あるいは主体として機能し、構造政策が

そこに働き掛けることによって有効性を発

揮する、そのような「場」である。

そのような「場」として日本農政が重視

してきたのが「むら」だった。ここで「む

ら」とは農業集落(1955年センサスで

156,447、2000年センサスで135,179)をさ

す。「むら」は、55年センサスでは1農業
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集落=1実行組合が7割と大勢を占めた。

また1大字=2農業集落が6割弱とやはり

大勢を占めた(9)。

周知のように、利用権という名前の賃借

権が農地法の適用除外をうける論理は、「権

利者の集団的な同意を基礎にして自主的に

行われている」ことであり、その「農家の

集団の合意が成り立つような小地域」が「い

わば『むら」の範囲」とされたのである(10)。

さらにそれは「農用地利用改善団体」「特定

農業法人」として制度化され、「むら」はか

くして「本来は農地の自主的管理組織の形

を整えながら行政による推進の道を歩んで

いる」(11)。立案者はそれを「制度の避け

難い宿命」とした。

しかしそれが現実に即したものであれば

「宿命」とはいえないが、実態はどうか。

そもそも全ての「むら」が農用地利用改善

団体になったわけでもなければ、つくられ

た利用改善団体が有効に機能している事例

は少なくとも調査の限りではぶつからなか

った。行政によって利用改善団体の優良事

例とされている森吉町稔会でも、当事者は

「軍配しない」としている。

かつて東畑四郎は「『むら』というものは

遠くからみると見えますが、近くへいくと

どこかへ立ち去っていつてしまうもので

す」(12)とした。また「集落ないしは『ム

ラ」の機能に改めて着目し、そこに農政の

かけがえのないものを見出そうとする努力

は、それ自体としてはおそらく幻想に終わ

るであろう」(13)という冷静な指摘は制度

の発足当初からあった。東畑はつとに『農

用地利用増進事業の主体は農民の自主的組

織を必要とすることに変わりありません。

そしてこれはいまだに解けていない宿題で

す」と指摘している(14)。これは市町村が

農用地利用改善事業の主体になることとの

関連での発言だが、もし東畑が「むら」が

自主的組織だとしていたならば「解けてい

ない宿題」とは言わなかっただろう。

③北海道の「むら」

本稿の事例の限りでは、「むら」が自主的

に構造政策機能を果たす場として有効だっ

たのは「いえ」や「むら」がないとも言わ

.れた北海道に限られた。北海道の場合、水

田地帯をとつても畑作地帯をとっても、農

事実行組合あるいは農事実行組合長は、離

農に際しての農地再配分における主導的な

役割を果たしてきた。もちろん、農事実行

組合はその上位機関である農協なかんずく

その金融事業と深く結びつき(大正農協の

信用保証員)、また(数)農事実行組合を選

出母体とする農業委員の活動に補完されて

いた。北海道の農業委員は若い現役農業者

が相対的に多く、その活動は活性を保って

いるが、それでも農事実行組合から独立し

た主体ではなかった。

しかし北海道の農事実行組合と都府県の

「むら」は同じだろうか。いまその本質論
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議(14)にたちいる力も余裕もないが、1955

年から2000年にかけての農業集落の減少

率をみると、北海道35%に対して都府県

12%と、北海道の減り方は3倍である。そ

して恐らく北海道の減りが合併に基づくの

に対して都府県のそれは過疎化に伴う消滅

だろう。

言い換えれば北海道の農事実行組合は、

都府県の水田集落と異なり再編可能な存在

であり、現に帯広市にもみるように町内会

ともども果敢に再編され、さらなる再編が

予定されている。そして重要なことは再編

後の農事実行組合が土地利用調整の新たな

場になり、たとえばあっ旋の対象・範囲・

順位も変わっていくことである。

それはむしろ機能集団の論理に近い。い

ささか短絡的にいえば、北海道の農事実行

組合が土地利用調整の機能を果たしてきた

のは、それが「むら」だからではなく、す

ぐれて専業的自作農の機能集団だからでは

ないだろうか。離農者が残していった農地

を専業的農家が土地利用のそれなりの合理

性をもって再配分していくわけである。し

かしその論理は今のところ売買のレベルに

とどまり貸借のレベルには及ばない。つま

り自作農としての土地所有調整の機能にと

どまるのである。

④集落営農

このように「むら」が調整機能を必ずし

も発揮しないなかで、生産面について「集

落営農」が全国普遍的に注目されてきた。

本稿でも少なからぬ集落営農的なものをみ

てきた。しかし、集落の全戸が参加し出役

して集落農業を担うという理念型的なもの

は皆無であり、オペレーターは限られてい

るが参加は全戸というケースも稀だった。

とくに東日本では、集落を何らかの足が

かりにし、その意味で集落営農を標榜しな

がら、実際は「本家筋少数農家あとつぎ集

団」として存在する方が普通だった。しか

しそこでも集落は有志が組織をつくるうえ

で、必ず呼び掛けねばならない存在であり、

よびかけることにより組織結成の暗黙の了

解をえ、将来的には集落農業の担い手とし

ての認知をうけるべき存在であり、決して

無視しえるものではなかった。それは次の

農家の生存条件としての農業維持に関わる。

「むら」よりも「いえ」が強い東日本に

比して、「いえ」よりも「むら」が強い西日

本、そして受け手が希薄であるが故に下層

離農が進まない西日本にあっては、集落営

農はより多数の農家の組織と作業への参加

を得ている。しかし集落営農の多くは、「む

ら」の農業総体というよりは、水田稲作の

維持が主目的であり、必ずしも転作やいわ

んや他集落からの受託には及ばない。今日

では全戸出役的なものは希有で多かれ少な

かれオペレーターによる組織内受委託が主

だが、そのオペ層の生活は集落営農によっ

てではなく、その外部の兼業や年金収入あ
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るいは集約作目からの収入によつて支えら

れている。そこに貫くのは「維持の論理」

であり、直接に維持されるのは水田水稲作

だが、実はそれを通じて「むら」の定住条

件が維持されている。つまり営農の論理で

はなく生活の論理である。かつて火事と葬

式だけは共同が欠かせないという意味で

「むら八分」がいわれたが、今や農業も欠

かせなくなった「むら七分」の段階がきた

ともいえる。この点は上述の東日本にも貫

く論理であろう。

その背景には「むら」の変容がある。か

つてむらは入会・水利という地力維持機構

をともにし、共同労働を不可欠とする生産

共同体であり生活共同体だった。しかし生

産共同体の実態は一口で言えば農業近代化

によって限りなく薄れた。その「むら」が

なお生活共同体として定住条件の維持を強

くもとめ、集落営農を展開するのは理解し

うることである。

それに対して農業統計が捉えた集落営農

のll%は北海道が占め、かつその85%が機

械の共同所有・共同利用組織である点は注

目される。しかしその実態は実行組合単位

とともに連合町内規模といった広がりをも

っていることも見てきたとおりであり、「む

ら」のベールをまとった機能集団の新たな

共同の追求ともいえる。

⑤第三セクター

多くの第三セクターは作業受託を行うこ

とにより個別農家の営農を補完することと

し、管理作業は農家や集落営農に期待する

という分業関係にたってきた。しかし地域

における担い手がいよいよ希薄化し、集落

自体が過疎化のなかで存亡の淵にたち、高

齢化がいよいよ進むなかで集落営農のオペ

レーターの確保もおぼつかなくなるなかで、

三セクが個別経営の「補完」ではなく「代

行」を求められるようになってきた。作業

受委託から賃貸借への移行である。「管理耕

作」などという「管理」や「耕作」の意味

をあいまいならしめる用語の使用はやめた

方がよい。行われているのは「農業経営代

行業」なのである。

しかし多くの場合に「公共性」「公益性」

を標榜する「公社」的三セクが農業経営代

行業を行う根拠はどこにあるか。一つはイ

ンキュベーター機能だが、そもそも受け手

の存在が希薄な地域におけるインキュベー

トは至難の業である。そこで次に管理作業

も困難になった農家の借り手になる「農家

の最後の駆け込み寺」機能も広義には公益

性といえよう。

しかしその具体的形態はあくまで借地に

よる「農業経営」であり、となるとそこに

は多面的機能の発揮という公益性しか残さ

れないだろう。それはそれで多大の負担を

伴うことであり、そのことも含めて自治体

住民が三セクの存在を納得すればそれでよ

いが、一般的には説得に苦労するだろう。
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かくしていま一度、あるいは繰り返し、地

域農業の展開総体のなかに三セクの機能を

位置付け直すことが求められる。

⑥明治合併「旧村」

「むら」に調整機能や生産機能を多くは

期待できないなかで、本稿の調査を通じて

浮かび上がった一つのことは、「旧村」レベ

ルでの動きである。ここで旧村とは、昭和

30年前後以降の合併前の明治合併村(明治

23年15,820、昭和合併前の1953年には1

万弱、単純平均的には7～8大字、15～16

集落を含む)をさす。同じく1960年代以降

の合併前の農協規模(合併後の農協支所)

でもある。それは帯広市の二つの農協の優

れた営農指導、朝日村の高商農産や舘腰受

託組合の動き、鹿角市の八幡平公社、十四

山村(未合併)、弥富町(旧)鍋田農協等の

事例にみられる。それぞれ農協、行政、担

い手農家と主体は異なるが、旧村を基盤と

する点は共通する。

かって地域づくり運動において旧村が重

視されたことが思い出されるが、なぜ旧村

なのか。消極的には集落の崩壊や集落営農

の行き詰まりがあげられよう。あるいは集

落の「まだら現象」が強まるなかで、集落

ごとに担い手を確保できなかったり、規模

の経済の発揮には集落が狭すぎたりするこ

とがあげられよう。

そこで出てきやすい論理は、集落の再

編・統合だろう。しかしこのような新しい

集落(あるいは集落の範囲)を創出しよう

とする試みは、その元となる集落以外には

歴史と論理をもたない(わずかにあるとす

れば大字だろう)。そしてその集落自体が危

機に瀕しているという堂々巡りをせざるを

えない。

それに対して、旧村は一定の歴史をもっ

ており、学校区等の実態ももっている。学

校区自体は生活の諭理だが、「同級生の仲間

で組織を作った」「同級生に貸した」「相談

した」という年齢集団の範囲としては生産

にも係わる。

しかしながら旧村は今日では農協関係を

除き制度的な位置付けを与えられておらず、

その農協も広域合併により単協自体が支所

化し、旧村単位の旧支所は廃止の憂き目に

ある。

つまり旧村には一定の実態があるが制度

がない。であればこそ、行政による集落の

制度化が進められるなかで、旧村が「農民

の自主的組織」を追求する場の一つとして

位置付けられ得るだろう。朝日村の動きは、

それぞれの集落を基盤とした担い手農家が

旧村規模で担い手連合を結んでいる点で注

目される。

もちろん旧村が「むら」にとって代わる

べきというのではない。「むら」が有効なケ

ースも多いだろう。しかし逆に農政が転作

や助成政策において集落にこだわることが

集落を越えた展開の芽を抑えることになら

53



ないか。

⑦農業委員会

1950年代なかばの農業団体再編論議の

際に、集落ごとに農業委員を選出する案が

出されて潰れた経緯がある。しかし集落ご

との農業委員という発想は自然であり根強

いものがある。今日では定員の関係で集落

ごとにはりつけることが難しくなったが、

担当制を設けたり、自治体が自前で流動化

推進員を全集落に張りつけたりしている。

多くの農業委員会では農業委員が同時に

農地流動化推進員になっているが、その大

元には先の「むら」の調整機能への期待が

ある。しかしそのような「理論」的期待に

反して、流動化推進員の実績は必ずしも芳

しくない。

それは意欲や努力の問題だろうか。むし

ろ農家は、自らの「いえ」のプライバシー

に深く関わる農地に関する問題について、

同じ農家である農業委員には話しづらい面

があるのではないか。また同じ農家が公平

性を保つのは難しい面があり、公平性を旨

として合理性が矯められる面がないでもな

い。

むしろ流動化の相談や推進は、地域農業

や農家の事情に精通しているが、農家から

は一歩距離をおいた第三者的な人の方がふ

さわしいのでないか。幸い、村には関係機

関OBなどが健在であり、それらの経験と

と力を借りた方が適切に思われる。

では農業委員や農業委員会はいらなくな

つたのか。そうではない。第一に、農地流

動化推進員がそれなりの力を発揮した事例

をみると、地域づくり、むらづくり、圃場

整備事業など地域・集落の全農家が自家農

業、地域農業の将来を考えざるをえなくな

った時である。とすれば農業委員は、地域

にあって、このような地域づくりの問題を

提起し議論をコーディネートする役割を担

っている。流動化の雰囲気づくりといって

もよい。

第二に、三セクが農地保有合理化機能に

とどまらず、作業受託や賃借に踏み切れば、

自らが複数いる受け手のなかの一人になら

ざるをえない。その意味では当事者になり、

第三者としての調整機能を担えなくなる。

別途に地域の農地利用全体の調整を行う主

体が必要になる。それが農家代表者の合議

制に基づく農業委員(会)になる。

しかし農業委員会がこのような機能を担

うためには、第一に、現在のような官製組

織ではなく「農民の自主的組織」になる必

要がある。第二に、集落に捉われず広域的

観点にたつ必要がある。集落基盤の小選挙

区制から旧村単位の中選挙区制への移行と

いってもよい。

都道府県公社が行う農地保有合理化事業

の地域基盤も柔軟な再編が求められている

のではないか(15)。
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[注]

(1)農水省としては詳細な定義付けを行っている。

例えば「効率的かつ安定的な経営」とは「食料・

農業・農村基本計画」において「主たる従事者が

他産業従事者と同等の年間労働時間で地域におけ

る他産業従事者とそん色ない水準の生涯所得を確

保し得る農業経営」とされている。要するに農業

基本法における自立経営の「所得」を「生涯所得」

に置き換えただけであり、しかもその内容が端的

に伝わる命名ではない点で自立経営に劣る。

(2)しかし土地改良効果を享受するのは、特に地価

が下落しているもとでは買い手だから、内地のよ

うに買い手が残債務承継する方がより合理的であ

る。なお深川市農業委員会では、「土地改良により

地価が上昇しているのだから、売り手が負担すべ

き」という解釈を聞いた。有益費の一つの解釈の

応用ともいえるが、それ自体合理的でなく、いわ

んや地価下落下では前提そのものが成り立たない。

(3)r帯広市史』1984年。土井時久等編「農産物価

格政策と北海道畑作」北海道大学出版会、1995年

の西村正一稿も簡潔に畑作農業を史的にトレース

している。

(4)原田純孝「フランスの新『農業の方向づけの法

律案』を読む」(2)『農政調査時報』第508号、1999

年。

(5)谷本一志・坂下明彦編『北海道の農地問題』筑

波書房、1999年は、第9章、終章において政策提

言を行っている。

(6)八鍬重一「中山間地域における地域資源掘り起

こし」r農』農政調査委員会、1996年。

(7)品川優「中山間地域における第三セクター・町

行政の農地管理」r横浜国際社会科学研究』第6巻

第1号、2001年。

(6)「むら」については、木村礎『村の語る日本の

歴史近世編②』そしえて、1983年

(9)関谷俊作「農用地利用増進法の生まれるまで」

農政調査委員会『農用地の集団的利用』1981年。

このような「むら」に土地の権利・利用調整の機

能があることを前提とした法制展開は、日本の農

地所有を一種の「むら」総有的なものとし、その

調整機能も含めた「自治村落」とする「理論」に

裏付けられている。

(10)関谷俊作「農用地管理の現状と課題」『平成10

年度農用地の有効利用等に関する調査研究結果報

告書総括編』農政調査会、1999年。

(11)東畑四郎「土地と農政」『東畑四郎人と業績』

1981年、337頁。この論文は『農地保有合理化促

進パンフレット・シリーズ』Ⅷ、1977年の再録で

ある。

(12)稲本洋之助「農用地利用増進法制の展開」農

政調査委員会、前掲書。

(13)東畑四郎r昭和農政談』家の光協会、1980年、

134～135頁。なお以上の論点整理については拙著『

農地政策と地域』第8章、1993年、日本経済評

論社を参照

(14)田畑保『北海道の農村社会』日本経済評論杜、

1986年。

(15)東畑四郎「土地と農政」(前掲)もこのような

観点から今一度読み直してみる必要がある。
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