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はじめに～調査の課題と対象～

水田農業の構造改革が、緊急の課題となっ

ている。そのなかで地域農業のマネージメン

トが必要だといわれる。確かに必要なのであ

るが、それは従来の農業構造政策とうまく連

結するものなのか否か、今日の段階ではこの

点をより慎重に検討すべきであると思う。そ

のためには、地域農業の構成要素である集落

と経営との関係に焦点をあてた分析が必要で

ある。地域農業の組織化にあたり集落機能が

どのような役割を担っているのか、構造改革

における集落機能の意義と限界はなにかを明

らかにしておく必要があるのである。農業構

造政策は、農村地域との関係をより重視すべ

きである。

本稿では、上記の問題意識にもとづき、新

潟県越路町を事例として分析を進める。越路

町では、大胆な地域農業の構造改革に取り組

んでいる。その一環として、一歩踏み込んだ

担い手育成路線を歩んでいる。集落の合意に

よって担い手を選定し、そこに農地利用を集

積し経営的自立を支援している。いわば集落

機能を土台とした構造選択である。本稿の目

的は、そこでの集落機能と担い手育成との関

係を具体的に明らかにすることである。これ

らが、いったいどのような関係にあり、どの

ように作用しあっているのか。以下、地域農

業の特徴を概観し(Ⅰ)、地域農業構造改革

の内容と方向性を把握する(Ⅱ)。そのうえ

で、その基礎にある集落力に分析の焦点をあ

てる(Ⅲ)。そこでは、集落力の強化の必要

性とそれに向けての支援体制、また、地域合

意を可能にする条件と原点となる思考は何か

についてみていくことにしたい。さらに2つ

の集落の事例から、担い手育成には集落の信

頼と安心感が醸成されてきた歴史があること

を検証する(Ⅳ)。また、越路町の地域農業

マネージメント体制のさらなる課題について

言及する(注)。

Ⅰ.地域農業の概要

1.地域が一つの農場

越路町は、大胆な地域農業の構造改革に向

けて動き始めている。まず、図Ⅰ-1をみて

いただきたい。これは米国の衛星を使って、

町内の農地を撮影した情報をもとに作成され

た町内農地の「植生指数マップ」(原図はカ

ラー図面)である。植生指数が高いほど玄米

タンパク含量が高いことを意味し、収穫期が

近づくにつれて低下し食味が良くなる。衛星
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図1-1 越路町の農地
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から稲の葉の色(葉緑素量)を赤外線で測定

するのであるが、これが玄米タンパク含量の

水準に照応するという。これに坪刈りによる

地上データを合わせて、最終的に色分けした

のがこの植生指数なのである。使用している

衛星は、1mメッシュでの解析が可能という

ことであるから、1枚の圃場のなかの情報ま

で実に詳細に把握できることになる。町内の

農地の所有者は錯綜し、農業法人、兼業農家

等多様な担い手が耕作している状況は、他の

市町村と何ら変わるところはない。しかし、

衛星からみた本町の農地は、あたかも一つの

農場のようにみえる。

植生指数は、7段階に区分される。食味ご

とに把握することによって、分別乾燥、保管

が可能になり、これらは販売戦略において極

めて強力な情報となることはいうまでもない。

また、生産者にとってはきめ細かな肥培管理

が可能となり、収穫適期の判断材料にもなる。

この衛星画像を使った試みは、本町の地域農

業の方向を象徴するものであるが、この背景

には、マッピングシステム等の最新のIT技

術と強力な地域農業システムづくり運動が存

在しているのである。本稿では、特に、後者

の運動、地域が自ら取り組む地域農業の構造

改革に注目したいと思う。

2.新潟的な兼業稲作地帯

本町は、越後平野の南西端に位置する人口

14,271人(2000年)の町である。長岡市と小

千谷市に挟まれ、町内の雇用の場としては酒

造会社や製菓会社などがあるものの、町民の

半分弱は隣接する長岡市にサラリーマンに出

ているという。近年、町の人口には大きな変

化はない。町内をJA信越線が横切り、また、

関越高速道が縦貫しており、農産物の販売圏

としては当然ながら首都圏が入っている。

農家数は986戸、農地面積は1,631haであり、

1戸当たり平均規模は約1.7haである(いず

れも2000年)。農家の内訳は、主業農家40戸、

準主業農家219戸、副業的農家563戸、自給的

農家164戸であり、兼業化が進んでいるとは

いえ、主業農家と準主業農家の合計が農家数

の26%を占めている。平均規模の大きさや専

業的担い手が比較的多いという意味では、富

山以西の北陸三県とは違った構造である。

農地のうち水田が1,351haあり、水田率は

83%となる。町の東側を信濃川が北に向かっ

て流れ、その支流である渋海川と町の北端で

合流している。これら2つの川に挟まれた三

角州に農地が広がっているので、農地の大部

分は平坦地域に属している。しかし、渋海川

上流部には中山間地域の農地をかかえている。

1973年の渋海川の決壊による洪水は、それ以

後の町の農業のあり方を変えていく大きな転

機となった。まず、圃場整備(県営圃場整備

事業、30a区画)を実施することとなった

(1979年開始)。圃場整備は、それまでも議

題としてはのぼっていたものの実施には至っ

ていなかったのである。この圃場整備が契機
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で、後述するような土づくりや担い手育成に

取り組むことになっていく。2001年度の圃場

整備率は77%に達している。

町内の農業粗生産額は、2000年で総計

2,174百万円であり、内訳は米1,593百万円、

畜産265百万円、野菜160百万円、豆類106百

万円である。粗生産額の73%が米である。10

年前の1990年には、総計2,729百万円、米

2,061百万円であったので、それぞれ20%、

23%の落ち込みである。後述のように販売ル

ートの多様化に努力してきている地域ではあ

るが、それでも生産調整の強化や米価下落等

の影響が出ているとみなければならない。ち

なみに2000年度に割り当てられた転作率が

26.6%、達成率は103.6%であった。水稲の

単収は、2000年産508kg/10a、2001年度550

kg/10aである。

なお、本町を管内とするJA越後さんとうは、

2001年2月に三島郡一円の3JAが合併して

できた広域JAである。JA越後さんとうが

取り扱う農畜産物販売額は47.8億円、そのう

ち米が45.0億円で94%を占める。越路町には、

こしじ中央支店が配置され、そのもとにある

地区営農センターが営農関係の事業を牽引す

る。米、麦、大豆については、ほぼ100%、

JAが集荷している。

Ⅱ.地域農業の構造改革

1.米販売と地域資源の情報管理

(1)JAの米販売戦略

米や大豆等について、競争力のある越路ブ

ランドを確立し有利販売を図る。そのために

は、消費者ニーズを的確に捉え、安全・安心

を内に込めた米を供給しなければならない。

本JAは、量産体制から、質を問う米づくり

体制にすでに転換している。図Ⅱ-1は、本

町における地域農業システムづくりの内容を

示したものであるが、これによって本町の農

業が何をめざし、そのためにどこを再編成し

ようとしているのかを知ることができよう。

米戦略の方向は、1つは安全・安心の追求

であり、2つには原料としての米の追求であ

る。前者は、東京都や農水省のガイドライン

による特別栽培米(減農薬・減化学肥料米)

に、また、後者は、地元酒造会社との契約栽

培による酒造好適米に象徴される。こうした

ニーズに対応するには、多様な米を用意しな

ければならない。2000年産の作付面積

1,034.7ha(100%)の品種別内訳をみると、

コシヒカリ615.4ha(59%)、酒造好適米

367.8ha(36%)、もち米26.3ha(3%)、そ

の他うるち米25.lha(2%)である。コシヒ

カリが約6割を占めるが、その内訳は「東京

都ガイドラインスーパーコシヒカリ」

153.9ha、「農水省ガイドラインスーパーコ

シヒカリ」66.3ha、一般コシヒカリ(土づく

り特殊栽培米)351.5ha、魚沼コシヒカリ

43.8haとなっている。また、酒造好適米の品

種内訳は、五百万石306.3ha、たかね錦

32.1ha、千秋楽26.5ha等となっている。これ
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図Ⅱ-1 越路町における地域農業システムづくり
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らの米は、小面積栽培のものまで含めると23

種類におよび、農協のカントリー・エレベー

ターで分別管理されて流通していく。東京都

とは契約栽培であり、東京都が認証し流通業

者を指定してくる。また、首都圏、中京圏、

関西圏等の卸業者との取引が多い。

これらのブランド米は、価格面でプレミア

ムが付くのが魅力である(2002年産:コシヒ

カリ800円～2,000円、酒造好適米600円～

11,500円アップ)。しかし、栽培には、それ

なりの手間がかかる。例えば、スーパーコシ

ヒカリの場合、窒素使用量が地域の慣行使用

量の半分以下でなければならない。そうなる

と、土壌中の窒素量が問題となり、それぞれ

の圃場の地力に適合させた栽培方法が必要と

なるのである。そのためには、土壌条件の把

握が重要な鍵になる。

(2)地域資源の情報管理

以上の販売戦略に対応する生産体制が、地

域には求められる。前図では「人」「土地」「も

の」の面から、これに向けての対策が整理さ

れている。担い手育成とそのための農地の権

利移動の管理については後に詳しくみること

にして、ここでは本町の地域農業システムの

鍵となっていると考えられる土壌に対する取

り組みをみておくこととしたい。

本町の農業は、土にずいぶんとこだわって

きた。本町の土づくりは、1978年の洪水、そ

の後の圃場整備を契機に始まっている。圃場

整備後の倒伏の発生、品質等のばらつきに対

し、その安定化、平準化を図ろうとしてきた

のである。その後は、地域の土壌汚染も意識

されるようになった。化学肥料、除草剤、農

薬の多用は、河川や地下水を汚染していく。

将来の地域の環境と住民の健康を守りたいと

いう想いである。それに加えて、近年の安心

・安全志向の消費者ニーズの高まりがある。

土へのこだわりは、地域のためであり、消費

者のためでもあったのである。

JAと集落との地域連携協定にもとづき、

1989年から稲わらのすき込みを行い、93年か

らは土壌分析と土壌改良剤を撒布、96年から

有機堆肥づくりの試行、98年から同堆肥を農

地へ撒布開始、2000年からは町内全農地に撒

布している。町は、堆肥撒布のための資材費

の1/3を助成(年間1,800万円助成)している。

撒布は、ll月頃、農業法人、生産組合、ある

いは、農家組合が農協所有の撒布用機械を借

用して行う。作業は、町内農地を10地区(約

70～250ha)に分割し、地区ごとに計画的に

散布する。この10地区という単位は、旧村単

位ではなく、集落の農地面積や隣接性等を考

慮したものであり、堆肥撒布の効率性を考え

ての単位である。

併行して進められた土壌分析は、土の団粒

構造や窒素量などを圃場ごとに調査していき

情報を蓄積している。これによって町内農地

の地力は7区分され、それに対応した施肥体

系の構築が可能になった。米のトレーサビリ

テイを行うということは、土壌の歴史を把握
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するということなのである。また、トレーサ

ビリティには、栽培法の透明性が必要である。

そのために生産者は、「スーパーコシヒカリ

栽培管理日誌」を記帳することになっている。

これらの栽培法や土壌情報は、担い手、農

地の貸借意向、衛星情報等とともにマッピン

グシステムに入力され、一元的な管理体制を

整備しつつある。このようなⅠTサポートが

なければ、これらの情報管理には膨大な時間

と人手がかかるに違いない。

2.担い手育成と農地集積

(1)集落の中心的担い手

基本構想における認定農業者の育成目標数

が69人であるが、2002年3月現在ですでに73

人(うち法人8)が認定され目標は達してい

る。本町では、そうした認定農業者育成にと

どまらず、さらに踏み込んだ担い手育成方策

を展開してきた。

求められる品質の米を生産するには、それ

に技術的、経営的に対応できる担い手が必要

になる。本町では、米づくりのプロ集団を各集

落に一つずつ育成することを目標としてきた

のである。各集落には、当該集落の担い手の

あり方についての合意がある。これによって

特定の担い手への農地集積も可能になる。表

Ⅱ-1は、その中心的担い手の状況を示して

いる。農業法人は、参加農家数が2～8戸の

有志型組織経営であり、稲作と転作受託を行

うものが多く経営規模は10～40haである。任

意組合は、生産組織であるが、転作受託組織

が多い。しかし、個人や生産組織の場合、受

け手としての不安定性を持つため、なるべく

法人化していきたいとしている。法人設立が

困難な場合には、機械利用組合や作業受託組

織を立ち上げていくという考え方である。

(2)農地集積

表Ⅱ一2は、集落別の利用権設定等の集積

状況(水田のみ)を示している。東部地区は

平坦地域であり、岩塚、塚山地区は中山間地

域である。集落の農用地面積は、平均すれば

1集落当たり58.8haであるが、集落間でかな

り格差がある。町の農用地面積1,351.8haの

うち、利用権設定面積が424.4ha、利用権設

定率は31%となっている。農用地面積のうち

認定農業者へ集積している面積は23%、概し

て農業法人が設立されている集落での設定率

が高くなっている。「認定農業者だと病気で

倒れ、農地が戻ってきたら大変だ。その点、

農業法人だと安心だ」という意識があるとい

う。法人というよりは組織経営という側面が、

貸し手に安心感をもたらしている。また、地

域資源管理をしっかりやってくれるという安

心感もある。これらの安心感があってはじめ

て、担い手に農地集積が進む。

また、農用地面積のうち農地保有合理化事

業を利用している面積は15%である。これは、

利用権設定面積のうちでは46%となり、利用

権設定において約半分が農地保有合理化事業

を活用していることになる。農地保有合理化
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表ⅠⅠー1越路町農業の中心的担い手
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表Ⅱ-2 水田の利用集積
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事業の契約状況(新規純増)をみると、1995

年20.9ha(委託25件、受託12件)、96年

10.Oha(委託18件、受託12件)、97年15.4ha

(委託23件、受託12件)、98年27.6ha(委託

39件、受託17件)、99年30.2ha(委託74件、

受託23件)、2000年53.2ha(委託ll7件、受

託34件)、Ol年23.6ha(委託53件、受託31

件)と順調に増えてきている。

JA資料(2000年度)によれば、町内の水

稲における面積集積率は、法人23%、個別認

定農業者17%、その他60%であり、転作では

法人39%、個別認定農業者26%、その他35%

となっている(任意組織は個別認定農業者に

含む)。

(3)今後の担い手路線

今後も集落ごとに法人を設立していく方針

であるが、その経営規模の見直しと管理作業

受託組織の設立を推進している。法人の面積

規模は、これまでは1集落1法人で経営的に

成り立っていたが、将来のことを考えると数

集落で1法人という方向で考えないと生き残

れないという状況が生じてきている。法人か

らも集落の線引きは不要という意向があり、

法人同士が競争できる仕組みが必要である。

また、今日の機械体系の労働生産性という点

からも、70ha程度の規模が必要とみられてい

る。これを4～5人の組織で経営する。

他方、肥培管理を徹底するために、これと

は別の管理作業受託組織を編成する。これは、

高齢者、女性等が中心となった集落単位での

組織であり、農業法人等が引き受けた水田の

水管理、施肥、畦畔除草を行い、賃金を受け

取る。ただし、集落全戸が参加する組織では

なく、作業者有志の組織である。これには次

のようなねらいがある。

第1に、担い手への支援となることはいう

までもなく、特に、作業的に大変な中山間地

域の畦畔管理に大きく寄与する。また、消費

者のニーズに応えた栽培方法では、ヒエ取り

など作業的に大変であり、新たな労働力が必

要となっている。

第2に、地域資源管理(ムラ仕事)主体の

代替となる。本町におけるムラ仕事の一般的

な内容と対応は、次の通りである。まず、用

排水管理については、現在、パイプライン灌

慨になっているので、用水関係はなくなった

が、排水路の草刈りや泥あげ(イザライ)は

残っている。道路は、舗装されたので道普請

はなくなった。また、畦畔除草は、もともと

耕作者(借り手)が全部対応している。ムラ仕

事は、集落全農家による共同活動(平等出

役)として行うのが一般的であったが、これ

が徐々に困難になってきているという。なか

には土建業者に委託する集落や土地持ち非農

家も含めた出役により対応する集落もでてき

ている。管理作業を行う機能集団が、ムラ仕

事的な作業まで対応することによって、地域

農業の不可欠な部分を穴埋めしていく。管理

作業受託組織は、米マーケティングと地域資

源管理の結節点に位置することになる。
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第3に、高齢者等にとっては就業の場の確

保という意味を持つ。人生の張り合い、生き

がいのためにも効果があり、シルバー人材組合の

農業版ともいえる。

第4に、自分の土地を守っていこうという

地主としての意識の醸成をもねらったもので

ある。離農により農業関係がなくなると、集

落の連帯感が希薄化する。

以上のような管理作業受託組織の設立は、

後述の集落協議会で検討中である。組織経営

と管理作業受託組織は、経営能力のある人材

と作業する技術をもった人材の組合せを意味

する。従来の農家は、この組合せをイエのな

かで行ってきたのであるが、それを地域農業

のなかで再結合させようという構想といえる。

3.地域独自の農地管理システム

(1)農地流動化

JAは、後述する地域連携協定のなかで

「農用地利用調整協定」(図Ⅱ-2)を締結し

て、農地流動化の調整に積極的に取り組んで

いる。JAは農地保有合理化法人であり、当

該事業を活用して「担い手層への農用地の集

積を促進」していく。一般に農地を貸し付け

たい場合、次の3つの経路で話が進むという。

①農地流動化推進員や集積促進員を通して、

JAに話が行く経路。

②貸し手が、直接JAに話を持っていく経

路。

③農業委員会に話を持っていく経路。

図Ⅱ-2 農用地利用調整協定
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近年は、以上のうち①、②の経路が多い。

借り受けたJAは、つぎに誰に貸し付けるか

ということになるが、借り手の選定にあたっ

ては、まず集落の農家組合長に相談する。そ

こで了解が得られてはじめて貸し付けること

になるという。ただし、集落内に農業法人が

ある場合は、直接法人に借地を依頼している。

借り手を選定する際に基準となるのは、

「近くにいる担い手に貸す」ということだとい

う。集落は、集落外からの入り作を忌避する

傾向がある。その理由は、集落として取り組

んでいること、例えば集団転作、共同防除、

堆肥撒布、ムラ仕事などに賛同しない場合、

あるいは対応しえない場合があるからである。

「出入り作は、分かりあえる人間でないとダ

メ」だということになる。

しかし、貸借の相手は、JAに持っていく

前にすでに決まっているケースも多いようで

ある。例えば、借地の大部分について同事業

を利用している神谷生産組合は、農地保有合

理化法人は「雇われ仲人」とみている。また、

リバーサイド石津は、地主から借地を依頼さ

れた場合、「JAに手続きしておきます。後

ではんこをお願いします」ということで同事

業を利用している。以前は農業委員会を通し

ていたが、当時に比べれば手続きが簡単であ

るし、小作料精算までJAが対応してくれる

ので極めて便利であると同事業を評価してい

る。

(2)小作料水準の設定

農地保有合理化法人を「雇われ仲人」という

神谷生産組合は、それでも同事業はあった方

がよいと判断している。小作料水準について、

集団的に協議できる仕組みがあるからである。

同法人には、受委託者双方で構成する小作料

設定委員会を設置している。そこでは町の標

準小作料を基礎にしながらも、当該年の米価

水準に配慮した基準小作料が毎年決定される。

しかも、春と秋に2回協議して決定する。こ

こで決定された基準小作料が実勢小作料とな

る。

基準小作料の算定は、平坦地域と中山間地

域に分けて行われているが、図Ⅱ-3は、

2000年度の平坦地域の算定方式について示し

たものである。まず、町の10a当たり標準小

作料32,000円に107%を乗じている。この

107%は、標準小作料の上下30%以内の範囲

で本委員会で決定するものであり、毎年変化

する割合である。さらに水利費(6,873円)

を上乗せして、基準小作料は41,000円と決定

される。しかし、秋の見直しで引き下げられ

ることとなり、当該年の基準小作料は結局

39,000円に落ち着いている。さらに実際の支

払い小作料は、圃場条件によって調整される。

圃場面積、形状、用排水の状況に応じて、20

点満点からの減点方式により各圃場を評価す

る。最低条件の圃場になると、基準小作料の

60%にまで低下することになる。基準小作料

水準は、1996年49,000円、97年46,000円、98

年44,000円、99年41,000円、そして2000年に
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図Ⅱ-3 基準小作料の算定方式

平成12年度小作料設定について

(来迎寺・石津地区)

1.平成12年度基準小作料は下記とする。(但し近年は、米価変動による見直しが秋に行なわれている)

2.圃場の諸条件等を勘案するため下記事項により勘酌する。

定められた小作料の額もしくは、現物を基準とする。

但し、諸条件等を勘案するため、20点満点から下表により減点し、それぞれの率を乗じて算定する。

※小作料の額の算定においては、100円未満を切り上げる。貸付地が連反で50a以上の場

合は5%を上乗せする。

《算定基礎減算表》
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は39,000円と米価水準を反映して引き下げら

れてきた。

小作料の支払方法は、法人によっても違っ

ている。神谷生産組合は、現物支払い数量に

当該年のコシヒカリの市場単価を乗じて支払

う代金納制を採用している。リバーサイド石

津の小作料は、39,000円/10aですべて金納

である。そのうち約7,000円/10aは水利費で

あり、これは地主が負担している。また、小

作料水準については引き下げを希望している

が、地主には基盤整備の償還金負担(30,000

円/10a～35,000円/10a、もっとも安いとこ

ろで20,000円/10a)があるので、これが実

質的な下支えとなっていて引き下げは困難で

あるとみている。

農地保有合理化法人であるJAは、不服処

理、精算事務、貸し手募集(広報)等を行う。

圃場条件等について、貸し手、借り手双方の

話し合いで調整がつかない場合は、JAが現

地立ち会いで決定する。このような不服申し

立てば、毎年数件はあるという。JAの手数

料は、貸し手、借り手の双方から小作料の

0.5%ずつ徴収していたが、2001年度以降は

面積当たりの固定料金制にする。

(3)転作受委託

集落が設定した転作団地は、法人が受託し

て耕作する。本町では、越路方式と呼ばれる

町独自の互助制度(地域とも補償制度)を組

んでいる。大豆・麦・飼料作物の場合、10a当

たり経営確立助成から45,000円、全国とも補

償から23,000円の計68,000円が国からの助成

金である。町では、「越路町互助制度推進事

業」により、町、JA、農家が拠出して基金

を造成し、10a当たり18,000円を配分する。

そこで転作受委託の場合の受取分は、次の通

りとなる。

委託者(地主):68,000円＝転作助成金+全

国とも補償

受託者(耕作者):生産物+18,000円(地

域とも補償)

ただし、当該農地に利用権が設定してある

場合は、上記の委託者取り分(68,000円/

10a)も借り手が受け取り、貸し手には小作

料のみが支払われることになる。

転作助成金は、1995年度までは地域で一括

受領してプールし分配方法を地域で決めるこ

とができたが、96年度以降は耕作者個人に直

接支払われることとなった。その結果、転作

助成金は担い手育成に貢献しにくくなってし

まったという。

4.地域農業の方向性

本町における地域農業の構造改革は、IT

を技術的基盤とし、土へのこだわりと消費者

ニーズの結合により徹底したトレーサビリテ

ィ体制を構築しつつあり、また、それに対応

した担い手、生産体制を構築しつつある。担

い手育成とそこへの農地集積は、地域連携協

定による地域合意のもとで強力に進められて

いる。農地集積に際しては、JA農地保有合
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理化事業のメリットを最大限に活かし、町独

自の弾力的な小作料制度や転作互助制度によ

って、きめ細かく担い手を支援してきた。担

い手の面では、今後、中心的担い手の規模拡

大と管理作業受託組織の設立を推進していく。

しかし、町では、上記のような米や大豆等

の構造改革にとどまらず、新たな事業展開を

計画し今後の方向性を示している。具体的に

は、次のような目的を持つ施設の建設が検討

されている。

①交流施設(温泉保養施設):高齢者、家

族連れの憩いの場。農業体験交流関係者、観

光客、町出身帰郷者の宿泊。地場農産物の供

給。敷地面積2.6ha、事業費約25億円。

②風力発電施設(クリーンな資源エネルギ

ーの供給):電力会社への翼竜。越路原活性

化施設への電力供給。シンボルタワー等。敷

地面積2ha、事業費約3億円。

③イベント広場親子ふれあい広場(イベ

ントの開催による集客と親子のふれあいゾー

ン):四季おりおりのイベント開催。交流事

業の実施。町の特産品・加工品の販売等。敷

地面積5.6ha、事業費約3.5億円。

④大型観光園芸施設(園芸複合農業の確立

と観光客の集客):法人経営体の育成。新規

就農者の支援・勧誘。観光農業の確立。観光

いちご園、観光花園。ロックウール栽培(い

ちご、とまと、メロン、菜類等)。市場への

流通。高齢者・女性の経営参画。周年型農業

の確立。農業情報収集基地の創設。敷地面積

6ha、事業費約8億円。

⑤滞在型市民農園(農用地の保全・有効利

用と都市住民との交流の場の創設):交流人

口の増加、都市住民・小中学生・保育園児の農

業体験。全体面積3ha、事業費約4億円。

⑥加工体験工房施設(加工体験を通して地域

の特産品の開発とPR):魅力ある越路町P

Rと特産品販売戦略。加工体験交流。ジャム、

梅酒、そば打ち、ハーブ、豆腐等。全体面積

0.5ha、事業費約3億円。

以上のように、今後は、園芸・加工・交流事

業を導入し地域農業の複合化・多角化を図ろ

うということである。これらは、地域農業全

体の所得のパイを拡大し、高齢者、女性を含

めた広汎な担い手への所得分配をねらったも

のといえる。本町が苦心しているのは、消費

者、環境、生産者(所得確保)の視点から、

地域に存在する人材、施設、農地などの諸資

源をどのように組合せ直すかということであ

る。地域農業の構造改革の目的は、こうした

地域資源の再結合により、地域所得の増大と

公平な分配を実現することにある。

Ⅲ

.地域農業マネージメント体制の構築

1.越路雪ぼたる塾

本町における地域農業マネージメント体制

の中核に位置するのは、ここでみる「越路雪

ぼたる塾」である。塾の構成員は、農業委員

20名、農家組合長24名のほか、異業種の関係

者(企業、商工会青年部、消費者、学校等)
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が入り、総勢66名で構成されている。本塾は

1998年5月に設置されているが、そもそもの

発端は、町の農業基本構想「越路町21サバイ

バル農業構想」(1993年から94年にかけて策

定)にある。その実現に向けて行政主導で多

様な対策を試みてきたが、それをさらに一歩

踏み出すためにつくられたのが本塾なのであ

る。その直接的な契機は、農業経営基盤確立

農業構造改善事業であった。事業導入により

農協の総合営農センターを建設(1998年、99

年工事)した際、開塾は、その拠点的活用と

あいまって、町の従来から温めていた夢を、

これを契機に具体化するためのものであった

点が重要である。町独自の取り組みとしての

開塾であり、それ自体は構造改善事業の事業

要件ではなかったのである。

現在の塾活動の中心は、第1に、経営構造

対策への取り組みの準備、第2に、地域農業

システムづくり活動の2つの課題に集約され

る。前者の経営構造対策は、後述のように新

たな事業展開をめざし、2004年度にはハード

事業に着手する計画であり、現在はそれに向

けての人材育成等に取り組んでいる。後者の

地域農業システムづくり活動は、担い手の高

齢化という危機感を背景としたものである。

今後、10年で昭和一桁世代がリタイアする。

そうしたなかで農地や農業をどのように守っ

ていくか、集落を話し合いの土台として検討

を進めているところである。

2.進化する推進体制

(1)推進体制の機関車役

その推進体制は発展的に変化してきている。

図Ⅲ-1は塾設立当初のシステムであり、ま

た、図Ⅲ-2は現在のシステムの全体像を示

している。現在、塾は経営構造対策事業の推

進主体として位置づけられている。雪ぼたる

塾推進会議(図Ⅲ-2の★印)は、塾の事務

局機能を担う機関である。その構成員は、総

括推進員、農業委員会、普及センター、JA、

町農林課であり、ここが塾活動に関する企画

立案を行い、塾活動を牽引していく機関車役

を担っている。この雪ぼたる塾推進会議は、

地域農業システムづくり運動推進チーム(同

図の☆印)を兼ねている。また、塾の上位機

関として越路町経営・生産対策推進会議があ

る。越路町経営・生産対策推進会議は、町長、

議会、農家組合、農業委員会、農協等から構

成され、町農政の最高議決機関となっている。

この越路町経営・生産対策推進会議と塾の間

で諮問、答申が行われ、塾活動もこの決定に

よって権威づけられることとなる。越路町経

営・生産対策推進会議の重要な頭脳集団が塾

なのであり、塾での企画・実践が町全体の農

業の基本方向を実質的に定めていくといって

よい。

当初と現在のシステムの変遷から、地域農

業マネージメント体制の構築過程をみること

にしたい。それによって、それが必要になっ

た背景、活動実績、及び、マネージメント主

 

56



図Ⅲ-1 地域農業マネージメント体制(当初)



図Ⅲ-2 地域農業マネージメント体制(現在)



体の機構上の性格を把握できる。両者を比較

すると、以下のように発展的に展開している

部分と目的を達成して解消している部分があ

る。塾設立当初は、町独自の組織として、町、

農業委員会、普及センター、農協による認定

農業者確保育成プロジェクトチーム、及び、

農地流動化推進員(農家組合長、農業委員)

が中心になって構成する4つの部会等が設置

されている。部会等とは、越路原活性化プロ

ジェクトチーム、協定推進調整部会、総合企

画調整部会、農用地利用調整部会である。こ

れらのうち越路原活性化プロジェクトチーム

と農用地利用調整部会は発展的に展開した部

分であるし、認定農業者確保育成プロジェク

トチーム、協定推進調整部会、総合企画調整

部会は、初期の目的を達成し解消した部分で

ある。以下、それぞれの活動への取り組み状

況を概観しておこう。

(2)越路原活性化プロジェクトチームから

経営構造対策推進事業企画委員会へ

越路原活性化プロジェクトは、町内の越路

原地区を拠点とし町の活性化を図ろうという

プロジェクトである。構成員には、農業分野

だけでなく、商工会、商工業分野の企業、教

育分野の関係者が入っている。これらが一緒

になって、この町の活性化計画を作成した。

1998年度から99年度にかけて夢プランを策定

し、2000年度にはそれを受けてアクションプ

ランを策定、2001年度からはさらにこれを実

現すべく経営構造対策推進事業(ソフト事

業)に取り組んでおり、2004年度からのハー

ド事業開始に備えている。

現在のシステムでは、以上の事業が加工体

験・市民農園・販売施設部門と大型園芸施設部

門に分けられ、事業実施に向けての各種グル

ープや人材の育成を図ることになっている 。

注目すべきは、目的にあるように「高齢者グ

ループ・女性グループや各種団体の活動を推

進」、あるいは、「地域高齢者、女性の就業の

機会」に力を注いでいる点であろう。

(3)農用地利用調整部会から農地流動化推

進会議へ

農用地利用調整部会は、農地集積や地域農

業システムづくり運動の推進を行う農地流動

化推進会議に吸収された。本推進会議の構成

員は、集積促進員・農地流動化推進員(農家

組合長・農業委員)である。本推進会議のも

とに、地域農業システムづくり運動推進チー

ムがあり、また、農地銀行(農業委員会)や

農地保有合理化法人(JA)の農地関係機関

がある。さらに、これらの土台として後述の

集落協議会が位置づけられている。つまり、

地域農業システムを構築するには、農地をど

のように扱うかがポイントであり、これらを

可能にするには集落の合意が不可欠だという

ことである。

(4)JAと集落との地域連携協定

目的達成により、組織を解消したものがい

くつかある。認定農業者確保育成プロジェク

トチームは、基本構想で策定した目標認定農
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業者数を達成したのでチームは解消した。総

合企画調整部会は、町農政への提言が中心で

あったが、これも解消している。また、協定

推進調整部会は、目標とした地域連携協定を

締結したので役目は終了した。締結時期の早

いほうからみると、カントリー・エレベータ

ー利用協定(1990年)、土づくり推進協定

(93年)、農用地利用調整協定(94年)、産

地精米利用協定(97年)、農業機械銀行利用

協定(97年)、営農センター利用協定(98

年)の6協定が締結された。ほとんどの協定

はJAと集落(町内全集落の集落代表)との

間で結ばれているが、農業機械銀行利用協定

だけはJAと農業法人・任意組合の間での協

定である。

昔は、まとまりのよいムラには「ムラ決

め」があったのであり、協定は、これの現代

版だという。これがあると生活面でも、生産

面でもうまくいっていた。何らかの申し合わ

せば、集落の運営には必要であるという認識

があり、それが事業がらみで「協定」となっ

たとしている。協定は、集落を発展させるた

めの申し合わせであり、今日では集落とJA

との関わりが強くなっているので、JAとの

申し合わせとなったという。

3.集落力

(1)集落協議会の機能

集落協議会は、1998年に塾活動の対象とし

て設置したものである。集落には、農家全戸

で構成される農家組合があるが、集落協議会

はその別働隊ともいえる組織である。構成員

は、飯米農家、土地持ち非農家、中核農家、

認定農業者、農業法人、女性の各代表であり、

農家組合長が選出する。構成員数は、3～10

名と集落によって異なる。この集落ごとの協

議会に、地域農業システムづくり運動推進チ

ームが分担して張り付く。チームは農業委員

会、普及センター一、JA、町農林課の25名で

構成され、町内には24の農業集落があるので、

2名1組で2集落ずつ担当している。地域を

あげて集落の意思決定を支援しているのであ

り、いわば集落力をいかに強化していくかと

いう課題に取り組んでいるといえよう。この

集落力こそが、地域農業マネージメント体制

の要である。

集落協議会の検討課題は、集落の現状と課

題を整理し、将来方向を見極めていくことで

ある。具体的には、第1に集落の担い手の方

向性について、第2に園芸部門導入(複合

化)の可能性、及び、特産品(郷土料理等)

の加工施設や直売所の利用可能性についての

協議が中心である。この集落協議会で合意が

得られれば、おおむね集落全体でも合意を得

ることができる。法人設立やそこへの農地集

積、管理作業受託組織の組織化という方向の

選択は、その基礎に集落における合意が必要

である。集落で担い手を選定していくのであ

るが、その背景となる農業構造に係わる属人

情報は、集落協議会の構成員が熟知しており、
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5～10年後のことはおおよそ予測可能である

という。危機感を持ってもらい、今のうちに

どう対応するかを考えてもらうのである。前

述した農用地利用調整協定も、このような集

落の合意の上ではじめて実質的に機能してい

ると考えてよいであろう。ただし、集落協議

会での合意がなし得るか否かは、集落により

温度差がある。

(2)地域合意形成の原点

集落は、適切に農地を管理してくれる担い

手を選出する。農地集積は、このような担い

手に対する信頼・安心感を土台として進展す

る。しかし、離農者が完全に農業から手を引

いてしまうことには抵抗があるようにみえる。

前述の管理作業受託組織の組織化や越路原活

性化プロジェクトにおける新規事業の導入の

背景には、自分たちの生活と地域社会を自ら

守ろうという根本的な考え方があると考えら

れる。それがまた、集落合意をなしうる原点

ともなっているのである。

高齢者・女性が中心となった管理作業受託

組織は、農地の維持管理に不可欠なものであ

り、高齢者・女性の就業の場を確保できると

いう効果を期待している。さらにもう一つ重

要なのは、離農者における所有者意識の醸成

をねらったものである点である。一般に、

「地主は農地を貸し付けてしまうと資産譲渡

しか考えない」という。管理作業受託組織の

パートに出てもらうことによって、農業との

関係を保ち、所有者意識を維持してもらう。

この所有者意識こそが、地主が自分の土地を

守っていこうという意識につながるのであり、

農地管理への参画や転用圧力の抑制の基礎に

なると考えられる。

同様に、越路原活性化プロジェクトでもそ

うであるが、地域は、高齢者・女性グループ

を位置づけ、農業法人と高齢者・女性グルー

プの双方のバランスを取ろうとする。そうし

た方向に向けた地域合意形成の原点には、ど

のような考え方があるのであろうか。一つは

農地に係わる意識であり、二つは地域社会と

しての共存意識にあると考えられる。

まず、合意形成の根底に「集落の農地は集

落で守ろう」という考え方があるという。こ

れが、農業を守ろうということにつながって

いる。重要なのは「農地」であり、農地を持つ

ということは、第1に家財を持つということ、

第2に直系にあとを継がせるということ、第

3に先祖を大事にするということを意味する

という。そこには、農地はイエの象徴であり、

イエ制度のなかでこそ自分たちの生活がある

という認識がある。「墓がダメになると、そ

のイエはダメになるといわれている」との認

識は、農地、イエ、生活が結合した思考のな

かにあることを意味している。それゆえに農

地は大事にしなければならないのであり、農

地を維持するためには、まず、農地を維持し

ようという意識が必要であり、農業が成り立

たなければならない。また、そのためには中

心的な担い手が必要であるし、補助的な担い
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手も必要になるのである。

二つ目の地域社会としての共存意識も、両

者のバランスをとらせる重要な要素になって

いるとみられる。1人だけでなく地域社会に

住む全員が、良好な環境のなかで健康にいき

いきと生活したい。土づくりへの取り組みの

背景の一つには、地域住民への健康への配慮

があった。高齢者・女性の就業の場の確保は、

所得分配を意味する。これらを土台とした地

域社会の維持をめざすがために、両者のバラ

ンスをとらせることになっているのである。

4.集落と地区単位

要請される各種の機能に対して、その単位

のあり方が模索されている。地域農業システ

ムづくりの合意の単位については、県は旧村

単位での対応を指導しているが、これまで集

落ごとのまとまりでやってきた経緯があり、

集落を無視するわけにはいかない。これまで

みてきたように塾としても集落単位での目標

づくりを重視している。昔は、他の集落のこ

とを「よそのムラ」と呼び、集落ごとに言葉さ

え違っているといわれたほどである。例えば、

釜ヶ島集落には「釜ヶ島言葉」があった。それ

ほど集落としての単位というのは人々に刻ま

れた単位なのであり、他の単位では代替でき

ない要素を持っているといえる。

しかし、今後は、この集落を超えた単位が

様々な面で必要になってきているようである。

Ⅱでみたように集落より広域の10の地区単位

(1地区=数集落)は、土づくりの効率性を

追求しての単位であるが、今後は農地流動化

の単位としても考えていきたいとしている。

10地区は、現在、農地集積促進員の活動範囲

としても設定されている。農地流動化におい

て単位拡大が必要な理由は、担い手からの事

情と集落からの事情がある。担い手の事情と

しては、集落の範囲では経営的に自立する規

模を達成するのが困難であることがあった。

集落の側からの事情は、担い手の適格性を確

保したいということにある。これまでは、農

地貸付にあたり知人を頼って隣接市町村の担

い手に依頼していた。しかし、その場合、当

該集落の集団転作や排水管理などは関係ない

といわれる。集落の「ムラ決め」に適合した

担い手を望むのである。集落で対応できない

部分は、隣ムラに頼む。しかし、農地は頼む

が、集団転作や共同防除などには合意すると

いう形になって、はじめて入り作が可能にな

るのである。基本は集落であるが、そこで対

応できない部分を地区で補完するという考え

方である。それでも調整ができない場合は、

さらに広域の東部・西部地区の地区範囲内で

調整していきたいという。

集落の外部排除志向が強いなかで、地区で

の対応は困難とされる。しかし、ぜひともこ

うした広域的対応を推進したいという。その

基底には、「まったく外部の大手資本ならダ

メだが、同じ考えの農民であればよい」とす

る思考がある。合意形成のための集落単位と
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図Ⅲ一3 アグリフードシステム・地域農業マネージメント体制の全体像
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経営単位が遊離していく。この間の調整が、

今後の大きな課題である。

5.アグリフードシステム・地域農業マネー

ジメント体制の全体像

図Ⅲ-3は、本町におけるアグリフードシ

ステム、及び、地域マネージメント体制の全

体像を模式的に示したものである。米販売を

軸に多様な販売ルートを創出しつつ、これに

対応した生産体制を構築する。その構築にあ

たり、従来の人的資源を含めた地域資源の組

み合わせを変え、機能に応じた単位を設定し

ていく。人的資源は、農家単位の配置ではな

く、個人単位の能力から再配置する。経営者

能力に優れた者は、農業法人に経営者として

集まり、高齢者・女性は被雇用者として農業

に、あるいは関連産業に再度従事する。単位

には、大型施設利用の単位、土づくりの単位、

経営的自立のための規模、農地・資源管理の

単位、さらに集落という合意の単位があり、

これらが重層的に組み合わされる。

これらを牽引しているのは、町とJAが中

心となった事務局(雪ぼたる塾推進会議)で

ある。事務局は、新たな事業と農地を媒介に

して集落の意思決定を強力に支援している。

この強められた集落力によって、集落の担い

手を設定でき、農地集積の方向も容認される。

それが、地域連携協定となって表面化してい

るのである。集落の合意形成の背景には、生

活と地域社会を自ら守るという意識がある。

したがって、そこでは農業法人とともに高齢

者・女性等の多様な担い手が重視される。単

に、農業法人を育成すれば、それで事が済む

という問題ではない点に留意すべきであろう。

本町が構築したフードシステムは、もちろ

ん消費者ニーズに対応したものであるが、地

域農業、それの土台である集落にどっしりと

腰を置いたシステムである点が重要である。

Ⅳ

.集落の農業構造と農業法人

地域の農業構造は、地域の意思の許容範囲

において決められている。ここでは、神谷集

落と釜ヶ島集落を事例として、集落の農業構

造、選定された担い手の性格、集落と農業法

人との依存関係などを具体的に把握し、集落

が選択してきた農業構造であることを検証す

る。そこから、集落と農業法人の間の相互依

存関係、その一環としての農地集積を可能に

した構造的な条件は何であったのか、また、

両者の間には今後さらにどのような課題が横

たわっているのかを明らかにしていきたい。

集落の中心的担い手として、神谷集落には農

事組合法人神谷生産組合、釜ヶ島集落には有

限会社リバーサイド石津が設立されている。

1.集落の農業構造

(1)神谷集落

1)離農進展

神谷集落の全世帯数は約158戸、そのうち

もともとの非農家は約78戸、農地所有者とい
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う意味での農家が約80戸という。表Ⅳ-1は、

神谷集落における農家の状況を水田経営規模

の大きい農家から順に示したものである。本

表によれば、農地所有世帯のうち農業を行っ

ている農家は63戸と1法人(構成員5戸)と

なっている。ただし、63戸のうち1戸(13番

農家)は法人の構成員(5戸のうち1戸)で

あるので、正確には個人農家は62戸というこ

とになる。しかし、その耕作形態をみると、

実際に耕作している自作農家というのは、か'

なり減少していることがわかる。63戸(100

%)の内訳は、自作農家35戸(56%)、神谷

生産組合への全面委託農家21戸(33%)、集

落内外の農家への相対小作等に出している農

家6戸(10%)である。ここでいう全面受託

や相対小作は、実質的には農地貸付とみてよ

い。全面委託は、農業者年金、相続税納税猶

予、永小作権の関係で発生している。

規模別にみると、50a以下層はほぼ貸付を

選択していることがわかる。農地所有世帯約

80戸のうちでいえば、自作農家34戸(=35戸－

13番農家)+法人構成農家5戸の計39戸が

実質的に耕作する農業経営ということになり、

その割合は49%、集落農家の約半数の農家は

すでに離農しているのである。

集落の農家組合の寄り合い(JA集落座談

会3回/年等)には、農地所有世帯約80戸に

開催の案内を出している。しかし、そのうち

出席するのは、実際に耕作している農家30～

35戸だけとなっている。

2)今後の構造変化

集落内には、法人以外にも比較的規模の大

きな農家が数戸あるが、今後の担い手として

多くを期待しえない。最大規模の個人農家で

ある2番農家(4.7ha)は、高齢の世帯主

(71歳)が耕作しているが、息子は他出して

しまっている。むしろ、この農家の経営地の

継承をどのようにするかが課題となっている。

3番農家と4番農家は、いずれも2.8haで認

定農業者となつている。集落としてはこれら

にも規模拡大を望むが、世帯主は会社勤めで

あり拡大意欲は薄いようである。

反面、集落代表は、今後、農地貸付希望は

まだまだ増えるとみている。前述の2番農家

の動向も大きな影響がある。その場合に、受

け皿としては、やはり神谷生産組合しかない

のではとみている。確かに、現在の自作農家

35戸の就業状況をみても、今後、離農はさら

に増えそうである。自作農家の世帯主世代は

概ね会社勤めであり、農業の中心は高齢者と

なっている。問題は、息子世代の動向である。

現段階ですでに、息子世代が「なし」、「他出」、

「娘のみ」という自作農家が16戸あり、これら

の水田面積を合計すると19.3haとなってしま

う。特に、「他出」が増えているという状況は、

従来の家族内分業を不可能にさせつつある。

つまり、在宅兼業構造の変化が、家族構成に

影響し、それがさらに農業構造の変化をもた

らしつつあるとみられるのである。

また、神谷生産組合を除けば、集落内にお
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表Ⅳ-1 神谷集落の農家状況
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ける加工や野菜づくりへの取り組みはみられ

ない。JAから朝市の話も持ちかけられてい

るが、現在まだどのように取り組んでいくか

意見が分かれているという。

(2)釜ケ島集落

1)離農進展

釜ヶ島集落の総世帯数は96戸、そのうち非

農家は10戸ということなので、もともとは農

村色の強い集落であるといえる。残り86戸が

農地所有世帯ということになるが、そのうち

耕作している経営は個人農家53戸とリバーサ

イド石津(構成員3戸)であるので、30戸は

離農した土地持ち非農家ということになる。

表Ⅳ-2は、耕作している53戸+1法人の状

況を示したものである。認定農業者3戸も含

めて、すべて兼業農家という。しかし、53戸

のなかには全面委託する農家が12戸ある。全

面委託は、河川の堤外地や農業者年金の関係

で発生しているという。したがって、実際の

耕作農家は個人農家41戸及び法人(3戸)の

計44戸ということになり、これは農地所有世

帯86戸に対する割合では51%となる。神谷集

落同様、やはり約半数の農家が離農したとい

うことになる。

町内会の構成員は全世帯の96戸、農家組合

の構成員は農地所有世帯の86戸である。役員

は、町内会と農家組合で兼務している。農家

組合独自に召集する寄り合いはないが、JA

の集落座談会が年3回ある。そこでの主な議

題は、生産調整に関することである。集落へ

の入作がないので、調整も容易であるという。

2)今後の構造変化

農外の不況を反映して、認定農業者のなか

には規模拡大を希望する者(20番農家)もあ

る。しかし、農地の借り手として農業法人に

期待するところは大きい。集落代表は、今後、

やはり貸し手が増える可能性は大いにありう

るとみている。10年以内には、集落の8割以

上はリバーサイド石津に任すことになると予

測している。その時に備えて、法人は新規就

農者を入れるなどにより体制を整えておいて

ほしいという。その背景には、集団転作等の

関係からやはり集落内の担い手に任せたいと

いう考えがある。また、経営の効率化を図る

ために、集落としてさらなる農地利用の調整

が必要になるとの予測もある。

2.農業法人の概要

(1)農事組合法人神谷生産組合

1)設立・発展の経過

創業は1969年、4名でのスタートであった。

事業開始は、翌70年の育苗、田植の作業受託

からである。73年には、耕転・代かき・刈取の

作業受託が加わる。79年に実施した圃場整備

と同時に、麦・大豆の集団転作の担い手集団

となる。その後、86年には法人化し農事組合

法人となる。設立当初の出資者は5名、資本

金は1,080万円であった。法人化の理由は、

米販売名義の法人取得、年金、社会保険等の

整備による若手確保、事業拡大により経理内
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表Ⅳ-2 釜ケ島集落の農家状況
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容を明確化する必要が生じてきたことなどで

あった。なお、認定農業者制度が始まった初

年度にすぐに認定されている。

2)構成

表Ⅳ-3は、法人の組合員(出資者)の状

況を示している。組合員は7名、うち理事は

5名、監事は1名である。組合員の年齢層は、

70歳代から30歳代にわたっている。二組の親

子関係を含め、後継者を確保してきており、

組織経営のなかでの経営継承がなされている。

若手の組合員④、⑤、⑦は、法人加入前はい

ずれも農外就業していたが、法人から他産業

並みの給与水準を提示されて採用されている。

また、この他に常勤従業員1名(男性)、

研修生1名(女性)、パート3名(集落内の

女性)がいる。常勤従業員の年齢は20歳代、

長岡市の非農家出身者である。県立農業大学

校を卒業している。パートは、10月.～12月の

餅加工の作業に従事する。

3)事業

法人の経営面積は約40ha、作目別の作付面

積は、水稲29ha、大豆23.5ha(転作受託含

む)、作業受託のべ16ha、施設野菜(トマト

・メロン)0.2haであり、集落内外への苗販

売が10,000～11,000箱(50～55ha分に相当)

ある。水稲は、水稲作付面積の約45%がコシ

ヒカリ、残りは酒造好適米、精米であり、米

全体の販売額は約4,300万円である。また、

加工事業に取り組み、製品重量で味噌7t、

餅38tを製造している。

大豆は、全量をJAへ出荷(契約栽培)し

ている。味噌は、町内の学校給食向けがほと

んどであるが、餅は、JAへの委託販売(約

25%)、通信販売(約20%)、残りは東京や

埼玉のスーパー等の小売店(約55%)へと多

様な販売ルートを設定している。

経営面積の約40haは借地であり、そのうち

9.5haは組合員の所有地を借地しているもの

である。権利関係でみると、利用権約35ha、

相対小作約5haであり、また、圃場は集落内

に30ha、集落外に10haが所在している。

表Ⅳ-3 (農)神谷生産組合の組合員
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4)経営上の課題

1999年度の収支では、補助金・奨励金

12,342千円を含めてようやく当期利益3,020

千円を捻出している。神谷生産組合の場合、

農産物や加工品の売上高91,860千円のうち米

売上が47%と比較的低い。しかし、それでも

近年の米価の下落は経営に大きく影響してい

ると考えられ、補助金なしでは成り立たない

構造になっているのである。

そうしたなかで、今後は事業拡大を図り、

それにともない人を増やしたいと考えている。

その際、企業形態の制約がある点が問題だと

いう。法人設立当初、有限会社を考えていた

が、農協系統の指導等があり現在の農事組合

法人を選択したという経緯がある。しかし、

新規就農者を入れるには、常に平等というわ

けにはいかないのである。また、農事組合法

人には雇用制限もある。しかし、どういう性

格の会社形態でもよいかというとそうでもな

いと考えている。「耕種農業は、カネを出す

人の意見ではなく、現場の意見が強くならな

いとやってられない。儲かる仕事なら誰でも

入ってくるのだが……」という。土地利用型

農業(低収益部門)では、労働優位の経営シ

ステムが必要だということであろう。

また、今後、加工部門をさらに伸ばしたい

と考えているが、価格競争では限界があると

いう。商品には消費者に何かうったえるもの

が必要であり、それを認めてくれる消費者を

求めていくしかないとしている。

(2)有限会社リバーサイド石津1

)設立・発展の経緯

本法人は、1995年に設立されている。法人

設立以前は、集落の転作を一括受託する釜ヶ

島生産組合、及び、切り花(ストレリチア、

スイセン)共同出荷のための越路町花卉生産

組合が存在していた。本法人は、水稲育苗に

取り組むことを契機に、これら2組織を融合

させ複合営農をめざす法人として設立された

ものである。育苗・苗販売部門の導入は、J

Aからの呼びかけに応じて開始した。苗販売

は、以前はJAが直営していたが、比較的収

益性が高く、法人育成のためにJAはこの部

門を組織に任せる方向に転換したという経緯

がある。こうした点からみても本法人とJA

との関係は強く、乾燥・調整作業についても

生産米の全量について、JAのカントリー・

エレベーターを利用している。

2)構成

本法人は、社員(出資者)3名、資本金

300万円の有限会社である。表Ⅳ-4にある

ように、3名とも役員であり同額ずつの出資

がある。年齢は、64歳、52歳、50歳、それぞ

れ法人化以前には農業専業化しており、転作

受託組織である釜ヶ島生産組合に関与してい

た。

また、年間雇用の従業員が3名(男性1名

58歳、女性2名50歳、49歳)、パート雇用が

2名(5時間/日×半年)がいる。担当する

作業は、従業員の男性はすべての作目の作業、
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表Ⅳ-4 (有)リバーサイド石津の社員

女性は花卉、野菜の作業が中心であり、パー

トは花卉の作業に従事している。

3)事業

2000年度の経営面積は32.8ha、作物別の作

付面積では、水稲25.9ha、大豆20.3ha、大麦

7.6ha、花卉0.9ha(ストレリチア切り花施設

0.5ha、スイセン球根0.4ha)、施設野菜

0.25ha(コマツナ、育苗ハウス後利用)とな

っている。また、苗生産は8,200箱(経営地

分含む)、作業受託では、耕起・田植のべ

1.7ha、刈取6.5haがある。米の作付品種は、

コシヒカリ11.9ha(特栽米4.9ha、特殊米

4.3ha、魚沼米2.Oha)、五百万石2.3ha、千

秋楽6.9ha、たかね錦4.9ha、精米0.8haと多

くの品種に対応している。これらの販売額は、

米4,230万円、大豆738万円、大麦242万円、

花卉809万円、野菜202万円、さらに苗販売

265万円、作業受託では水稲作業132万円、そ

の他(堆肥散布等)126万円である。また、

経営所得安定対策により258万円(暫定金

額)を受領している。

本法人の借地領域は、釜ヶ島、岩野、入仲

島の3集落で構成されていた旧石津村の範囲

に及ぶ。ただし、経営面積32.8ha(2000年

度)のうち、釜ヶ島29.2ha、岩野3.5ha、入

仲島0.lhaであるので、やはり中心は釜ヶ島

集落である。また、経営面積のうち社員3名

の所有地は4.6haである。権利関係でみれば、

利用権設定地30.lha、相対小作2.7haとなっ

ており、大部分の農地には利用権が設定され

ている。

4)経営上の課題

今後は、以下のような方向を考えている。

第1に、水田規模を50haまで拡大したい。あ

と3年で集落内から貸付農地がさらに出てく

るとみている。第2に、加工事業や施設野菜

も試みたい。第3に、若い人を入れたい。そ

の際、社員の子供でなくてもかまわない。集

落内から出てくればよいが、いなければ近隣

集落あるいは町内からでもよいと考えている。
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3.集落と農業法人の関係

(1)集落による担い手選定過程

集落ごとに担い手を育成するという路線は、

1979年の圃場整備が契機となって敷かれたも

のである。圃場整備実施にともない、一般転

作分に義務転作分が加わって転作割合が増加

した。工区は数カ所に分けられたため、工事

の順番に転作圃場が移動してくる。そこで大

規模な転作団地を形成して、各集落から「転

作部隊」を5～6名ずつ出すことにしたので

ある。この転作集団は、いわばムラ公認の集

団であり、これによって作業者にとっては

「ムラのためにやっているということになり、

ムラにとってはあの人にやってもらってい

る」という双方の意識が醸成されたという。

また、転作部隊間での競争意識が生じ、技

術的にも向上していく。麦の専門家として見

られるようになり、技術的にも人間的にも信

頼されるようになった。そうした周囲の認識

のなかから、越路方式と呼ばれる町独自の互

助方式(地域とも補償制度)が生まれた。徴

収した基金を約30,000円/10aで支払うので

あるが、そのうち耕作者には約20,000円、地

主には約10,000円を支払うという制度である。

このような転作についての信頼関係は、つぎ

には稲作の農作業を任せることになり、さら

に農地を任せることになって受け手は法人化

していくのである。まさしくムラがつくりだ

した農業法人といえよう。この互助制度、現

在、地主への支払いはなくなったが、耕作者

への支払いは残っており、ブロックローテー

ションに対応する転作受委託については前述

(Ⅱ)のような分配関係が設定されている。

(2)農地集積

神谷集落の水田経営面積96.3ha(100%)

のうち、神谷生産組合38.3ha(40%)、自作

農家46.2ha(48%)、神谷生産組合への全面

委託7.4ha(8%)、相対小作農家4.4ha(5

%)となる。したがって、神谷生産組合が実

質的に耕作している面積は、法人の経営面積

及び全面委託面積の計45.6haとなり、集落の

水田経営面積96.3haのうちでは、神谷生産組

合への集積率は47%ということになる。

他方、釜ヶ島集落では、水田経営面積

84.4ha(100%)のうち、リバーサイド石津

35.3ha(42%)、自作農家45.2ha(54%)、

全面委託3.9ha(5%)となっている。集落内

での主たる借り手はリバーサイド石津である

ので、全面委託のほとんどが法人に集積して

いるとすると、集落の水田経営面積の46%が

法人に集積していることになり、法人集積率

は神谷集落とほぼ同じ水準になっていること

がわかる。

リバーサイド石津によれば、借地集積にあ

たり、法人のほうから借地希望を表明するこ

とはないが、「貸付者のめぼしはつくので、

どうするかねと聞くことはある」という。集

落内には個人で借地を希望している農家が1

戸ある。借地を集積するとしても、こうした

事情に配慮しなければならないという微妙な
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対応であろう。

(3)転作

転作面積は、集落に配分される。転作団地

の場所決定にあたっては、農家組合長から当

該年度の団地設定の原案が出される。それが

農家組合で了解されれば、そこの転作を今年

は誰にやってもらうという順序で話が進むと

いう。その結果、転作の実施については、そ

れぞれの集落の法人に委託することになる。

例えば、神谷集落では、3年に1回のブロ

ックローテーション方式で転作を実施してい

る。毎年、集落の協議により転作団地を設定

し、神谷生産組合に委託する。神谷生産組合

によれば、法人は集落の転作を全面積受託し

ており、こうした転作受託も含めると集落内

農家で法人に関係しない農家は1戸もないと

いう。

(4)地域資源管理

神谷集落は、昔、水争いが多発した地域で

あったが、現在はパイプ灌漑となり、水の利

用関係で集落全体として対応しなければなら

ない部分はなくなったという。しかし、それ

でも夏の渇水期などは、地区ごとに順番に取

水するといい、集落として秩序維持を必要と

する部分は残されている。

夏の除草は、公園も含めて町内会として実

施している。農家組合で実施するムラ仕事と

しては、現在は道普請はなくなり、排水路の

泥あげ(イザライ)のみとなっている。これ

も従来は2日間かけて行っていたが、2001年

からは1日とした。2001年には、35～40人が

出役し半日で終了したという。非出役者に対

するペナルティは特に設定していないが、出

役者には7,000円/日の日当を支払っている。

神谷生産組合は、泥あげには出役困難である

ので、除草のほうで集中して対応してもらい、

泥上げについては免除しているという。

他方、釜ヶ島集落では、町内会で実施する

春の下水清掃と農家組合で実施する草刈りが

ある。前者の下水清掃は、町内会の96戸全員

が出役する。後者は、農家組合によるムラ仕

事として、年2回、道路及び用排水路の草刈

りを行っている。草刈りできない部分は、2

～3人に別途依頼し出役してもらうことで対

応している。その際は、日当(町協定賃金

7,500円/8時間)が支払われる。用水はパイプ

灌漑化され、排水路の泥あげ(イザライ)は

各自で行うことになっているので、圃場整備

後はこれらの管理に関するムラ仕事はなくな

った。

なお、水管理や畦畔管理については、神谷

生産組合もリバーサイド石津も現在のところ

まだ法人のなかで対応可能であると集落側は

みている。したがって、集落での組織化を推

進している管理作業受託組織については、当

面は必要ないと判断しているようである。こ

の点は、両集落共通の見方であった。

4.今後の課題

現状では、集落の約半数の農家が離農して
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おり、集落の水田経営面積の約半分がそれぞ

れの法人に集積している。この他に、作業受

委託や転作受委託を含めれば、集落農家で法

人に関係していない農家はないといってよい

状況にまでなっているのである。法人への農

地集積は、圃場整備を契機の転作受託を契機

とした信頼関係があってはじめて可能になっ

たといえる。その結果として、農地や転作を

集積しえたのであるが、それを可能にしたの

は、貸付農家の増加と信頼関係の構築にあっ

た。

選定された農業法人は、30～40ha規模の雇

用型大規模複合経営である。それぞれの集落

の農地を基盤に展開し、組織経営の強みを活

かして新たな人材を確保しつつある。現在の

ところ、水・畦畔管理は法人で対応しえてい

るし、また、地域資源管理においても、ムラ

仕事が少なくなったということもあり、集落

との補完関係のなかで対応しえている。しか

し、米価下落は、経営の収益性を悪化させて

いる。

今後は、ますます離農が進展し、農地はま

すます法人に集積することが予測され、他方

で、法人の経営力を一層強化する必要が生じ

ている。そうしたなかで、さらなる農地利用

調整や作業分担を模索しうる集落力が求めら

れているといえよう。圃場整備が1979年であ

り、神谷生産組合が1986年、リバーサイド石

津が1995年にそれぞれ法人化している。塾活

動の対象として集落協議会の設置は1998年で

あるから、ここで取りあげた2集落は、集落

協議会にとっては先行するモデルケースであ

る。しかし、今後は、さらに一段高い地域農

業の再強化が必要となりつつあるのである。

まとめ

農地集積は、担い手構造の改革の一環であ

る。地域農業の構造改革は、人的資源を含む

地域の諸資源の再結合を図ろうとしている。

特定の担い手への農地集積は、集落からの信

頼・安心感があってはじめて可能になってい

る。この信頼・安心感を土台として、小作料

や転作に係わる町独自の制度が機能している。

町では、これまでの構造改革路線を継承しつ

つ、経営規模拡大、管理作業受託組織の設立、

園芸・加工・交流部門の導入等の新たな展開

をめざしている(Ⅱ)。

担い手に対する信頼・安心感は、経営とし

ての実力(組織経営の持続性)とともに集落

の決めごとを守る担い手であることから生ま

れる。そこには集落の認知が必要であるが、

問題は、集落が自らの将来のことを考え、そ

うした担い手の重要性を認識する力があるか

否かである。まさしく集落力が問われるので

ある。本町は、この集落力に注目していると

いってよい。政策支援は集落力強化に注がれ

ているのであり、そこでは塾活動が重要な役

割を果たしている。しかし、集落は、放って

おいても動かない。集落の意思決定への支援

において、機関車役を果たしているのが雪ぼ
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たる塾推進会議であった。その際、集落にお

いても別働隊(集落協議会)をつくっている

のが1つのポイントである。そこでの集落合

意は、管理作業受託組織や新たな事業部門の

導入の必要性にみられるように、農業法人と

高齢者・女性グループの間のある種のバラン

スのもとでなされていくものと考えられてい

る。単に、農業法人を育成すれば、それで事

が済むという問題ではないのである。これが

合意形成の1つの重要な条件である。そこで

の合意を可能にさせる原点としての思考は、

生活と地域社会を守りたいという点にある

(Ⅲ)。Ⅳ

では、集落が農業法人を認知し育成して

いく過程を、2つの集落を事例として取りあ

げて検証した。両集落とも、すでに約半数の

農家が離農しており、集落の水田面積の約半

分がそれぞれの法人に集積している。集落が

担い手を認知していく背景には、転作受託を

通じた集落と担い手との間の信頼関係の構築

があったことがわかる。両集落は、担い手育

成のモデルケースであるといえる。しかし、

今後の構造変化(離農進展)や経営規模拡大

志向のなかで、新たな地域農業からの支援が

必要になると考えられる。また、両法人は、

圃場整備、転作受託という歴史的環境のなか

で育ってきたのであるが、他の集落ではより

一般的な形での地域農業の再強化が求められ

ることになろう。地域農業の再強化にとって、

成し遂げなければならない課題は、第1に、

管理作業受託組織や複合化・多様化の事業を

導入し、地域社会の多様な担い手間のバラン

スを取れるか否か、第2に、経営規模の拡大

と合意の単位の調整が図れるか否か、これも

過去には経験したことのない取り組みである。

越路町の挑戦は、まだまだ続く。

注：本稿は、2000年度から2002年度にかけての数次にわたる聞き取り調査にもとづいて執筆したもので

ある。
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