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農業構造問題と集落営農組織

長濱健一郎((財)農政調査委員会主任研究員)

1.問題の所在

新しい米政策という農業の大きな転換期を

迎える中で、わが国の「食料生産の担い手」

とは一体誰を想定しているのかという疑問を

持つことがある。農政では「効率的かつ安定

的な担い手」が想定されているのであるが、

この「効率的かつ安定的な担い手」とは具体

的にはどのような層を指し、かつどのような

方法で育成に力を注いでいるのかという疑い

を持つからである。

2010年に実現を目指す「望ましい農業構造」

は、農地面積470万haの6割に当たる282万ha

を、家族農業経営33～37万戸、法人・生産組

織3～4万が担うとしている。2010年に想定

される総農家数は230～270万戸であるから、

約15%程度の家族農業経営と約4万の法人・

生産組織が282万haの農地を利用する土地利

用型農業の担い手ということになる。

また、現在進められている「食料・農業・

農村基本計画」見直しでは、『プロ農業経営』

へ支援を集中しなければ、「望ましい農業構

造」の実現は極めて厳しい状況にあるとして

おり、政策転換は不可欠であると言い切って

いる。具体的には「全生産者を対象とした支

援」から、プロ農業経営が生産の太宗を占め

る構造を構築するための「品目横断的・重点

的」な経営維持・発展のための支援と、多様

な担い手の参入促進を含む「担い手・農地制

度」の再構築、さらには「農業環境や地域資

源農地・水等)保全政策」確立が主要3課

題とされている。この主要3課題のうち「担

い手・農地制度」再構築と「農業環境・地域

資源保全政策」確立は、プロ農業経営が生産

のために利用する282万haの農地に係わる課

題であり、中でも「農業環境・地域資源保全

対策」の確立は「地域全体で支える」として

いる。

この基本計画見直しの方向が好ましいのか

否か、また実現の可能性については様々な意

見があり、多くの議論がなされることを期待

するが、少なくとも「食料生産の担い手」を

創出していく上で不可欠な政策である構造政

策が、育成すべき担い手に対して集中される

ことは当然であり、逆に1961年に制定された

「農業基本法」以降の構造政策は、どうして

機能してこなかったのかということが問題で

ある。しかしながら構造政策が機能してこな

かった中で存立している今日の農業構造を踏
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まえ、新たに望ましい方向を探っていかなけ

ればならないことは疑いもない。

少なくとも、わが国における望ましい農業

構造(かりに望ましくなくても構造政策の結

果としての構造)が確立されていない段階で、

最近農水省でも議論されているとされる「直

接所得補償」導入などは考えられないし、ま

た導入したところで産業としての農業が確立

しておらず、現在の農業所得を補償したとこ

ろで食べていけないのであるから、現在の構

造を前提としたこうした議論は無意味である

といわざるを得ない。少なくとも「直接所得

補償」の対象となる構造の確立＝望ましい農

業構造の確立が先行しなければならないと考

えられる。

さて、そのような中で「集落営農組織」の

位置づけが、これまでの「地域資源主体」か

ら農業生産の担い手へと変化してきている。

「集落営農組織」が担い手的な役割を果たさ

ざるを得ない個別経営体不在地域も西日本を

中心に少なくないことは理解しているが、そ

のような地域は、農業生産だけでは生計をた

てていくことが困難な規模であり、同時に中

山間地域を含め早い段階から兼業機会に恵ま

れていた地域である。そのような地域で兼業

農家が高齢化したり離農したりする状況があ

るからといって、集落単位で集団化した組織

が農業生産の担い手足りうるのかということ

を検討しなければならない。筆者は集落営農

組織が「地域資源管理主体」として機能して

いることに対して評価をしており、それらの

弱体化については非農家を含む地域住民の組

織への転換を主張している。(1)

そこで本稿では、米政策の転換に見る「担

い手」としての「集落営農組織」が、果たし

て「経営所得安定対策」の対象となる「集落

型農業経営体」と成りうるのか、それともプ

ロ農業経営を「地域全体で支える」組織とし

て、つまり「集落営農組織」の有する機能は

依然として「地域資源管理主体」と位置づけ

なければならないのかということについて、

広島県の事例を中心に考察していくこととす

る。具体的には①日本農業の担い手像の推移

の中で、集落の位置づけを明らかにし、②広

島県における担い手と目される法人化した集

落営農組織の事例を「第二種兼業農家中心の

組織」と「個別経営と連携した組織」を紹介

し、③上記課題について検討を行うこととす

る。

2.日本農業「担い手」像の推移

(1)「自立経営」と上層農

アメリカの占領政策以降から高度経済成長

を迎えるまで、わが国のキーワードは「自立」

であった。そして高度経済成長に向けた基盤

を確立するために「経済自立政策」が集中的

に実施された。農業においての自立政策は『自

作農体制を基盤とした食料増産・自給政策』

(2)であり、そうした経済自立政策の中で、農

業も戦前水準を回復・凌駕していった。経済
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復興に伴い農業生産手段への工業製品(化学

肥料・農薬・農機具等)が供給され、わが国

農業の「近代化」が図られるようになる。つ

まり農業生産力を重化学工業の生産力が支え

るようになり、基盤整備の推進も相まって土

地生産性・労働生産性とも増進していくので

ある。しかしこのような状況下で農工間格差

は拡大し、この格差を是正する必要が「農業

基本法」にはあった。農業、基本法はこの格差

是正を農産物価格支持政策ではなく、農業構

造政策により行うことが好ましいとした。

「選択的拡大」により農業生産性の増進を図

り、農業構造改善を図ることにより、他産業

との所得均衡を実現する『自立経営』育成に

より、農業の産業的自立を目指したのである。

自立経営とは「正常な効率のもとで商品生

産を行う、経済的に自立可能な近代的家族経

営」であり、「近傍町村の勤労者世帯の1人当

たり勤務先収入と同等かそれ以上の所得を実

現できる農家経営」である。この自立経営は

伝統的な家父長制に基づく農家とは異なり

「近代的家族」関係により構成される農業経

営であった点が注目される。

1960年度の自立経営(下限農業所得48万円)

は戸数にして8.6%のシェアであったが、その

後増減を繰り返し75年(同310万円)に9.2%

のピークを迎え、その後は減少に転じる。基

本法当時、自立経営の規模はおおよそ1～2

haとされていた。農工間格差は1967年までは

縮小していたが、71年には農業所得は臨時雇

用賃金(切り売り労賃)水準に下がっていく

のである。ここに基本法による農工間所得均

衡は崩れ去ってゆくこととなる。(3)そこには

あまりに急激な他産業の賃金上昇に農業所得

がついていけなかったこともあるが、基本法

を忠実に実行しなかったからであるという批

判もある。④

しかしながら70年代は稲作の「中型機械化

一貫体系」が確立し、農民層分解は進むこと

となる。いわゆる「小企業農」や「資本型上

層農」の登場である。これら少数の上層農が

規模拡大を図る一方で、多くの零細経営脱農

による「兼業農家」「土地持ち労働者」が広範

に生みだされる。しかしこれら上層農も農業

生産の太宗を占める層とはなりきれない。そ

れは兼業農家による稲作生産の継続が広範に

横たわり、またそれを可能にしてきた農地行

政に主たる原因があることは、多くの農業経

済学者が指摘しているとおりである。

(2)集落営農組織の登場

農業基本法における「協業の助長」は、農

業生産力向上と農業所得増大のため、農業者

が農地についての権利又は労力を提供し合い、

協同して農業を営むことができるよう、自立

経営たり得ない家族農業経営や自立経営農家

の生産工程の一部又は全部を協同で行う組織

の整備と育成を図ることを指していた。ここ

に「農業生産組織」と呼ばれる協業組織が形

成された。そのような状況の下で、西日本を

 9



中心に集落を基礎とする農業生産組織が登場

してくることになるのである。

「総合農政」は兼業農家滞留を踏まえ、兼

業農家を含む集落を基礎とする営農集団も念

頭においた方向を検討する一方で、農業者年

金制度を作り離農促進を図ってきた。就業機

会に恵まれ、また農業経営面積が相対的に狭

小な西日本においては、従前よりそうであっ

たように、集約的な商品作物生産により農業

は成立していた。そのような農業生産条件に

ある西日本において米過剰による生産調整の

拡大と米価下落の下では、他産業並農業所得

が実現可能な土地利用型の「自立経営」を維

持していくだけの面積が確保できないのであ

り、早々に基本法路線から離脱していくこと

となる。

そこで登場してくるのが広島県等に見られ

た「地域農業集団」で、これらは集落営農組

織の前身と位置づけられる。自立経営が存立

できない状況では、兼業農家の離農を促進す

る施策は採用されず、その後80年代には西日

本を中心に全国的に、集落構成員の一部もし

くは全体による機械の共同利用組織や共同経

営組織等の「集落営農組織」が生まれてくる

こととなる。

この集落営農組織は、集落構成員である兼

業農家の集団である。これら集落営農組織は

「基盤整備」「転作対応」を契機として形成さ

れることが多く、大規模化した圃場に適応で

きる規模の機械の導入や転作作物の集団的栽

培等を行うことを目的としている。しかし農

業機械の更新やオペレーター確保の問題を克

服することができずに解体していくものも多

く見られた。

そもそもこの集落営農組織は農業生産の担

い手として形成されたものではなく、個々の

経営を補完するものである。また担い手不在

地域においては防衛手段として地権者が自作

農的性格をもって集団的な活動を行っている

のであり、家産としての農地を維持していく

ための手段として形成された組織であるとい

える。(5)

その意味では集落営農組織は、わが国にお

ける農業生産力の主体として位置づけられる

ことはなく、多くの事例報告では、中山間地

域等の農業生産の担い手不足地域における資

源管理組織として、耕作放棄地や不作付け地

の発現を集団的に回避している事例として評

価されていたのである。

(3)「新政策」と認定農業者

85年プラザ合意による急激な円高や、ガッ

ト・ウルグアイ・ラウンドによる自由化圧力

が強まるなか、農林水産省は『食料・農業・

農村基本法(以下新基本法)』制定の前段と位

置づけられる『新らしい食料・農業・農村政

策の方向(以下新政策)』を92年に発表する。

ここでのキーワードは「多様な担い手」であ

り、それは女性・高齢者を始め、第三セクタ

ーや農協出資法人等、農民層分解を経ずに形
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成された担い手を含むものであった。そして

稲作を中心とした農業構造における「多様な

担い手」の中心は、従来の自立経営概念を踏

襲しつつ改良を加えられた『個別経営体』と

『組織経営体』という新しい概念であった。

そして農業政策の基本として『地域の意向を

反映した形で、育成すべき経営体と土地利用

のあり方を明確化するとともに、こうした経

営体の実現に向けて、施策の集中化・重点化

を図ることが必要である』(6)としたために、

差別化政策である等の批判を野党から受けた

のである。しかしこの文言は今回の基本計画

見直しに登場してくる「育成すべき担い手に

政策を集中する」とまったく同様であり、そ

の意味で今回の「施策の集中」は何ら新しい

ことではない。問題は新政策以降のここ十数

年の間、本当に担うべき経営体育成に対して

施策が集中されたのかということである。

新農政推進研究会は『農家ではなく個人を

基本単位とした経営を想定している点におい

て、従来の自立経営概念よりその対象範囲は

広がっている』のであり、『家族というまとま

りではなく、個人を単位として捉え、新たな

指標の下での自立経営であることを明らかに

するため、経営体という新しい概念を用いて

いる。また、このような生産の単位である経

営体の概念を使うことにより、従来生活の単

位でもあり、生産の単位でもある農家という

概念を使っていたために生じた議論の混乱が

解消し得ることが期待できる。』としている。

また「組織経営体」についても『家族農業の

集合体としてではなく、個人の集合体として

捉える』点を強調している。(7)

たとえば「個別経営体」は、基幹従事者1

名が他産業並水準である労働時間2,000時間、

補助従事者2人800～1,000時間で、中型機械

化体系の下で、集団化された圃場の利用を前

提として10～20ha程度の規模を実現すれば、

主たる農業従事者が他産業並生涯所得同等の

農業所得を実現できるとした。そしてこの「個

別経営体」を10年間(目標2000年)で35～40

万経営、「組織経営体」は一集落ないしは数集

落に相当する規模(40～50ha規模)で基幹従

事者3人、補助従事者3人で4万経営を育成

するとしていた。

また稲作を中心とした農業構造については、

「稲を中心とした個別経営体」が15万程度で、

うち稲作単一経営は5万程度、野菜等の集約

作物との複合経営が10万程度、組織経営体が

2万程度で、これらの経営が生産の太宗(80%

程度)を占めると見込み、このような農業構

造を実現するには175万ha程度の農地流動化

が必要であるとしていた。

この「新政策」で掲げた農業生産の担い手

を具体的に位置づけたのが、『認定農業者制

度』である。新政策が個人を単位として捉え

たことを受け、本制度も農家でなく「者」を

認定する仕組みとなっている。具体的には近

隣自治体の他産業勤務者並の農業所得を実現

するために、農業者が作成する5年間の「農
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業経営改善計画」を自治体の首長が認定する

もので、その実現のために、主に農用地集積

と「スーパ一L」等の資金を低金利で貸し出

すという支援方策を唱った。

この「認定農業者」は新基本法でいうとこ

ろの「効率的かつ安定的な農業経営」(新政策

では「経営体」であったが、新基本法では「経

営」である)となる。この「効率的かつ安定

的な農業経営」が、「望ましい農業構造」でい

うところの担い手であり、基本計画見直しの

プロ農業経営ということになるのであろう。

(4)「新政策」に見る「基本計画見直し」の

限界

新政策では1990年の実態から2000年度の農

業構造を次のように展望していた。まず農業

労働力が約3分の2に程度に減少し、基幹的

農業従事者は90年の310万人から210万人程度

となり、農家戸数は380万戸から250～300万戸

程度に減少する。他方、土地持ち非農家が90

年の78万戸から140～190万戸へ増大する。こ

のような状況のもとで「経営感覚に優れ、効

率的、安定的な経営体」である「個別経営体」

が35～40万、「組織経営体」が4～5万形成さ

れるとしていた。そしてこれらの経営体が稲

作において80%のシェアを占めることが想定

されていた。

2000年センサスによると基幹的農業従事者

は約240万人、総農家数は約312万戸、土地持

ち非農家は約110万戸となっており、若干の滞

留が見られるが、おおよそ新政策が行ってい

た試算はあっていたといえる。問題は「個別

経営体」が30～40万、「組織経営体」が4～5

万創出されたのかということである。

まず「経営感覚に優れ、効率的、安定的な

経営」を目指し、経営改善計画の認定を受け

政策が集中されるとした「認定農業者」は、

2002年度で16.6万(延べ数)であり、かりに

個別経営体30万、組織経営体4万の合計34万

と少なめに見ても、到達点は50%に満たない。

また「稲作を中心とした農業構造」におい

て「個別経営体」の稲中心(単一経営)の経

営規模10～20ha(北海道は30ha以上)を5万、

5～10ha程度の稲作+集約作物等(複合経営)

10万としていた。これを2000年センサスで見

てみると、まず経営耕地面積に「田のある農

家数」では北海道30ha以上、都府県10ha以上

だと7,168経営に過ぎず、単純に規模だけから

みると14%に過ぎないといえる。次に「稲作

単一経営」(北海道30ha以上、都府県10ha以

上)+「稲作が主部門準単一複合経営」(北海

道20ha以上、都府県5ha以上)で見ると、稲

作単一経営2,911と準単一複合経営7,337の合

計10,248となり、割合にして10%強しかない

こととなる。つまり単一経営にしても複合経

営にしても規模に着目して見ると新政策が予

想した数値には大幅に届かないこととなる。

かりに「田のある農家」の規模を北海道20ha

以上、都府県5ha以上とすると41,234で見通

しの約80%となり、単一経営を北海道10ha以
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上、都府県5ha以上とすると16,193、準単一

複合経営を北海道10ha以上、都府県3ha以上

とすると21,725の合計22,913となり約23%と

いうことになる。新政策でも農作業受託を一

部含むことを想定していたであろうから、そ

れを入れると割合は高くなるが、少なくとも

新政策で資料として出された中に農作業受託

は見あたらない。つまり水稲生産においては

規模拡大が進まなかったということになるの

である。

一方、基本計画見直しでは今日の総農家数

303万戸、農地面積476万haのうち、農地218

万haを「認定農業者」17万、「(65歳未満専従

者がいる)主業農家」44万、「農業法人」1.3

万、「生産組織」3.7万が中心的に担っている

が、2010年には総農家数230～270万戸、農地

面積470万haのうち、農地の6割にあたる282

万haを「家族農業経営」が33～37万、「農業法

人・生産組織」3～4万で担うとしている。

表1で見るように「新政策」とその10年後

に行われる「基本計画見直し」の想定する家

族経営等の数と生産組織等の数は極めて似通

っている。新政策の「個別経営体」は基本計

画見直しでは「家族農業経営」となっている

が、新政策より多少減の30万台で、「組織経営

体」も「農業法人・生産組織」となり約1万

減の3～4万となっている。水田の経営規模

について新政策は都府県で10～20ha規模とし

たが、基本計画見直しでは12ha、北海道では

30haが21haとこれも若干規模が小さくなって

いる。

「新政策」は「食料・農業・農村基本法」

制定の前提として示された政策方向であり、

基本計画見直しは基本法にもとつく見直しで

あるから、目指す経営体の姿に大きな差がな

いのは当然であるが、問題は新政策で述べて

いた「目指すべき2000年の農業構造」と、基

本計画見直しの2010年の「望ましい農業構造」

と間に大きな差異が見出せない点である。つ

まり新政策が手法として採用した「認定農業

者制度」等が機能せず、農家数や農業従事者

の減少は、ほぼ計画通りに進展したが、農業

生産の担い手と目された「効率的及び安定的

な担い手」を中心とした農業構造は実現して

いないことを意味している。

表1「新政策」と「基本計画見直し」が想定する担い手
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認定農業者へは融資制度の他、農用地集積

を通じて「他産業並生涯所得」を実現するこ

とを目標としていた。実際には218万haが担い

手に集積しているが、集積スピードは鈍化傾

向にあることが農水省の資料でも指摘されて

いる。つまり想定されている担い手に農地集

積が思うように進まないのであるが、一方で

耕作放棄地は2000年度で21万haに昇り、95年

以降は転用面積を上回る規模となっている。

このような中で農地等の「地域資源管理」を

担う主体として「集落営農組織」の位置づけ

が脚光を浴びるようになってくるのである。

3.農業生産の担い手としての「集落営

農組織」の位置づけ

(1)「集落」と農業政策

戦時体制下における「米穀の部落責任供出

制度」や「水稲減反政策」の際に、農政は集

落の有する相互扶助・相互牽制という「集落

機能」を活用してきた。「この相隔たる二つの

時期に共通していえることは、日本農業・農

政の危機が、いつも農政を『むら』に結びつ

けていた」(8)のである。そしてまた集落の集

団としての農用地管理機能に期待したのが80

年代であった。磯辺は、土地利用の「権利調

整」と合理的土地利用のための「利用調整」

について『集落を介して中核農家に土地集積

をするためには、兼業農家の自己経営を排除

しなければならない。しかも他面では土地の

合理的利用のためには、やはり集落を介して、

今度は兼業農家も含めて面的利用が生みださ

れなければならない。(中略)この競合・衝突

する関係を「むら」の自主調整に期待しよう

としているのである』というように解釈した。

そして『発展の正常性が生産・社会関係(体

制)の側から絶えず否定されてきたのが、こ

れまでの日本農業のありかたであった。そこ

に、これまでの農法変革の過程で、絶えず「む

ら」が一定の媒介者としての、具体的には集

団的生産力の形成を支える集団的土地管理主

体としての役割を果たしてきた理由があっ

た』のであり、『この集団性の拠点としての

「むら」は、その意味で「小農存続の基盤」

としてあった』(9)としている。

集落は「小農存続の基盤」であるとする指

摘は正しい。集落が「合理的かつ効率的な利

用のための農地管理機能」を有しているとい

うのは、集団的生産力に依拠する小農にとっ

ての合理的かつ効率的な土地利用のための機

能であり、個別的生産力の展開を図る上層農

にとって、集落は規制にすぎなかったのであ

る。構造政策にとって「集落」は、その展開

を阻害するものであり、農業政策が「集落の

有する農用地利用調整機能」を認識しつつも、

政策の中で直接「集落」を登場させることが

できなかった理由はそこにあると考えられる。

しかし90年代に入ると政策の中に「集落」

が登場するようになる。そして新政策でそれ

は協業組織の枠を超え、経営体として位置づ

けられるようになる。新政策の「組織経営体」
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は、『協業化により追求するメリット・目的は

基本法におけるものと齪齢はないものの、家

族農業の集合体としてではなく、個人の集合

体として捉える』ものであり、協業組織は継

続性・安定性に不安があるので、育成すべき

「組織経営体」は、農業生産法人の他に、『共

同して農作業の受託などを行う協業経営及び

集落全体がまとまって一つの生産組織となっ

ているいわゆる集落農場組織など実質的に法

人格を有する経営体に準じた一体性を有する

組織を想定している』(10)としている。さらに

今年からスタートする新しい米政策において

も集落営農組織は、規模や法人化等の条件は

あるものの、条件をクリアーできれば、経営

安定対策の対象である担い手として位置づけ

られている。

そこで以下で、今回の新しい米政策に対応

するための集落営農組織の位置づけを、積極

的に展開している広島県の事例から見てみる

こととする。

(2)広島県における集落営農組織育成の基本

方針と支援策

広島県は中山間地域を多く抱える県で、傾

斜度1/20以上の水田面積割合が32%、団地規

模50a未満の水田面積が53%に達する。また

水田を保有する農家の平均経営水田面積は

54.9aと都府県平均77.3aを下回り、米政策

改革に対する危機感は大きいものがある。そ

こで県と関係団体等からなる「米問題研究会」

を立ち上げ、「広島県水田農業振興方針」を策

定してきた。

このような条件不利地域における脆弱な担

い手が太宗を占める中で、広島県が経営体と

して想定している形態に「集落農場型農業生

産法人(集落法人)」があげられている。そこ

で示しているモデルによると「水稲+大豆」

型の場合、水稲18ha・大豆12haの規模で販売

金額が2,980万円、集落農業所得(法人事業利

益+オペレーター賃金+一般賃金+会計事務

賃金+役員手当+地代)率が37%となってい

る。

県では大規模個人経営体よりも集落法人の

方が様々な面で有利であるとしている。たと

えば「労働力」について質の面では、構成員

が様々な分野儂業技術、経営、他産業、行

政…)の能力を抱えており、そのノウハウの

活用が可能であること。また量的には基幹的

従事者から高齢者・女性層等の軽労働者まで

労働力が抱負で、技術・体力及び労働単価に

合わせた役割分担が可能であるとしている。

「農地利用集積」については集落(農用地利

用改善団体)合意を前提としており、集積が

容易で連担性も高いことを掲げている。具体

的には、大型機械への機械投資に集約するこ

とで費用が1/4に軽減され、大型機械利用と作

業の分業化等により労力が1/2に軽減される

ことにより、低コスト化が実現し収益性の向

上が見込まれるとしている。さらには取扱ロ

ットの拡大に伴う販売戦略の有利性と、加
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工・直販等への発展性が見込まれ、高齢・兼

業従事者の担う役割の明確化と新規参入の組

織的な受け入れも可能になるとしている。

県の集落法人育成計画によると、2010年の

目標は410法人の育成で、2003年12月1日現在

で54法人が設立されている。数多くの法人が

設立される背景には県単独で設立から機械等

の整備、農地集積に対して資料2にあるよう

な支援が行われていることがあげられる。54

法人のうち有限会社は2法人のみで、他はす

べて農事組合法人である。また1法人を除い

てすべて特定農業法人となっている。

資料2 広島県における集落法人育成支援策の概要

集落を基礎としている法人であるから、協

同組合としての農事組合法人を選択しており、

構成員が最大で172人という法人もある。また

特定農業法人資格の取得も、構成員＝地権者

であることから容易である。出資金は農事組

合法人では999万円が最大で、反対に最も少な

い組織は11万円である。利用権設定面積も最

大は55.5haで、最小は4.9haと大きく差がある。

「農業経営所得安定対策」の対象となる20ha

以上の利用権設定面積を有する集落法人は35

法人である。さらに認定農業者となつている

法人は3法人で、役員報酬等を見ると、ゼロ

から月額50万円まで法人によって大きな格差

がある。つまり広島県における集落法人は、
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構成員・出資金・経営耕地面積規模において

様々であり、またその組織の有する性格も多

様なのである。

集落を基礎とした組織は、多くの場合、農

業生産の担い手不在地域において、自らが生

活している地域の資源(=農地)管理の担い

手として機能しているというのが筆者のこれ

までの研究成果であるが、広島県はこの集落

営農組織の法人化を図ることにより米政策改

革に対応しうる経営体と位置づけている。そ

こで広島県における集落法人の事例から、担

い手としての実現性と可能性について見てみ

ることとする。

広島県が集落法人と呼ぶ集落営農組織の多

くは、第二種兼業農家を中心とした協業型で

あるが、いくつか専業的な経営が参加してい

る組織もある。そこでまず第二種兼業農家を

中心とした協業型の経営を東広島市の2つの

事例から見ていく。次いで数は少ないが専業

的な経営を含む5事例を見ていくこととする。

(3)第二種兼業農家中心型集落法人の現状と

意義

東広島市は広島市の東約30kmに位置し、3

つの盆地からなる地形をしている。この東広

島市には現在4つの集落法人が設立されてい

るが、いずれも第二種兼業農家を中心とした

協業経営であり、全国的に有名な組織も存在

する。ここで中山間地域に位置し飼料用稲に

取り組んでいる2つの集落法人について見て

みることとする(法人の概要については表3)。

ここで紹介する農事組合法人Aには50歳代の

専業農家1戸が参加しているが、組織の中心

的な考え方が第二種兼業農家を対象としたも

のであることから、ここに含むこととした。

1)若者中心の集落法人

①集落法人の設立経緯と概要

A地区は、153世帯440人が生活する中山間

地域にある。ここに1998年に構成員88名によ

る農事組合法人Aが設立された。そもそもは

1988～2001年に行った63haの圃場整備を契機

とする。A地区は7つの集落から構成される

が、圃場整備の条件が営農集団をつくること

であり、集落ごとに7つの集団を作った。し

かし作付品種も各集団ごとにバラバラで、か

つ面積が小さいためすぐに行き詰まった。一

方、一定の個人に集積していくにも家族労働

力では5～10haが限界であり、かつA地区の

農地条件では管理が疎かになる可能性があり、

さらに条件の悪い農地は放棄される危険性が

ある。農地を維持しないと地域が維持できな

いとして、青年団活動である「Aをよくする

会」を中心に、A地区全体を対象とした法人

設立へ向かって進むこととなる。

まずアンケート調査を実施したところ約

60%が法人設立を希望していたことや、市内

に同様の法人の事例があることから、地域内

で集落法人に一定の理解があるとし、6月に

準備委員会を立ち上げ11月に設立という極め
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て早いスピードで設立を見ている。

地区内での説明会では、出資金として10a

当たり10,000円を出資することや、利用権は

10年間設定すること、自家消費米は法人から

購入すること等々の条件を示した結果、全体

の67.7%に当たる88名の参加によりスタート

することとなる。不参加者は新しい機械が揃

っていた農家や、自ら小規模でコストがかか

っても農業を行いたい人、どうしても自分の

所有する水田で収穫された米を飯米として確

保したい人たちである。不参加者の途中加入

は認めない方向である。その理由としては途

中加入を考慮すると立ち上げができなかった

ことと、その際の規模拡大に対応できないと

いうことである。

Aが示した利用権設定条件は、10a当たり

小作料18,000円、畦畔管理料17,000円、水管

理料2,000円である。つまり農地は農事組合法

人Aに預けるが、地権者として畦畔の草刈り

と水管理を行えば10a当たり37,000円が入る

ことになる。また購入する自家消費米は30kg

当たりコシヒカリ9,000円、ハナエチゼン・あ

きうまん8,000円、もち10,000円である。

オペレーターは土日が40歳代、平日は50歳

～60歳代で、傾斜度1/20以上で標準区画12a

程度の水田を大型機械による高速作業を必要

最小限の人数で行っている。たとえば代かき

作業は除草を徹底するため丁寧に行うことと

しているが、それでも2002年度実績では耕起

を含め10a当たり3時間を下回っており、田

植えで2時間弱、刈り取り作業は1.65時間で

行っている。

また自治体内に6戸の畜産経営があり、そ

の経営との間で飼料稲(WCS)による「耕

畜連携」を2002年度より図っている。2002年

は試験的に1haの作付けを行い、現在は5ha、

来年度は8ha作付けを目標としている。収穫

機械は約1,200万円で自己負担300万円、残り

は国と自治体が1/2ずつの補助である。機械の

稼働適正規模は15haだが、後述する農事組合

法人Bの作業受託を含め、現段階では9ha稼

働に留まっている。

現在は1個300kg(10a当たり8個生産)を

運送費込み4,000円で畜産農家に販売してい

るが、畜産農家にとっては給餌に対する補助

が2万円/10a出ているために成立している

取引である。そこで東広島市の「地域水田農

業ビジョン」では1個につき1,000円を畜産農

家に補助することとしている。資材費が1個

につき500円かかるため経済性から見ると必

ずしも良くないが、稲作に近い形で生産でき

るということと、条件の悪い中山間地域では

米に代わる作物が見出せないこと等から、よ

りコストを下げる努力が必要であるとしてい

る。

②「地域づくり」と集落法人

この法人の2001年度の収支をみると、稲経

を含む売上高が2,857万円で、営業外収入(担

い手助成金・中山間地域等直接支払・とも補

償等)が1,325万円の合計4,182万円となって
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いる。2003年度はこれに飼料稲販売代金の100

万円弱が加わる。一方支出は、労務費約754

万円、小作料約550万円、畦畔管理料513万円、

水管理料54万円等々が計上されている。ここ

で注目すべき点は、営業外収入として中山間

地域等直接支払制度による交付金が計上され

ている点である。

中山間地域等直接支払制度についても集落

を超えた地区全体で取り組んでいる。「A区

デカップリング委員会」の2002年度収支をみ

ると、交付金は約1,250万円になるがその内

600万円が農事組合法人Aに、「担い手経営安

定交付金」「麦・そば作付交付金」の名目で支

出されている。営業外収入に占める中山間地

域等直接支払の交付金は決して小さな額では

ないといえる。

つまり、このA地区では「農業を維持でき

ないと地域を維持できない」という考え方に

立つからである。事務局長によると次年度よ

り小作料は5,000円下げて1,3000円にすると

いう。米価が幾ら下がろうとこの地区では米

を作っていくしかないのであり、農地といえ

ども財産であるのだから、最終的には逆に地

権者から1万円ずつ集めてでも農地を維持し

ていかなければならないという。法人設立に

より余剰となる高齢者・婦人の労働力をどう

活用するのかということについても「余剰労

働力問題は地域の問題である」と言い切る。

つまり活性化の問題は地域で対応するもので

あり、この法人はその前提となる地域内の農

地を維持していくためだけの組織であるとい

う考え方によるものである。

もちろんそのためには合理的な農業経営を

行わなければならず、飼料稲にしてもさらな

る努力が必要であるという。またイノシシに

対する防除は非組合員を含め、集落法人が対

応している。ここでは今まで個々で対応して

いたイノシシの防除を取りまとめ、これまで

個々が投じてきた電気柵等の資材はそのまま

供出してもらい、足りない部分は集落法人が

出す。さらに消耗資材や作業への出役費用も

集落法人が出しているのである。さらに地域

の子供たちに農業や土に親しむ機会を提供す

ることも、将来の農地管理の後継者育成面か

ら重要であるという。つまり地区内の農業に

係わる部分は法人が責任を持ち、活性化等に

係わる事項は地域が行うというシステムなの

である。

ちなみにこのA地区は様々な取り組みを行

っている。前述の「A区デカップリング委員

会」では社会福祉協議会への助成と共同によ

る公園整備、女性グループによる朝市への支

援、通学路防犯灯設置や植樹等々の活動に交

付金を利用している。また「Aをよくする会」

では講師を招きパネルディスカッションを開

催する等、積極的な活動を展開している。

ここで生産されるコメは質的にも高い評価

を得ている。基本的には業者とはつきあわず、

今後も農協出荷を中心にして収入を得ていく

こととしている。今回の米政策に係わるAの
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展開に関しては、農協の指導力と販売力がキ

ーとなるであろう。

また地区内には不在地主が12戸いるという。

現在は前々から貸借していた人を中心に管理

者としているが、今後は在村地主でも畦畔管

理・水管理が困難な状況が予想される。集落

法人から地主に支払われる19,000円の決して

低額ではない管理料をもって、隣の所有者に

お願いして欲しいと考えているが、、この金額

でも管理を引き受けない場合のことは集落法

人の課題であり、今後、機械の導入等を検討

していくことになるのであろう。

2)定年帰農者中心の集落法人

①集落法人の設立経緯と概要

B地区は東広島市の北東部に位置し、前述

のA地区とも近く、また交通の便も良い地区

である。B地区は4集落からなり、地区内の

戸数は58戸で、うち非農家は2戸である。4

集落の行政区から成るがひとつの盆地を形成

しており、「地区としてはひとつ」であり、ま

とまりがあるという。

この地区では2002年度に完了した圃場整備

事業の償還が2014年まで続くが、今日までそ

の償還金のほとんどが年金やボーナスから支

払われていたという。またほぼ全世帯に農業

の後継ぎがなく、地域で対応しなければ耕作

放棄地が発現するのは明らかであり、中には

「農地を荒らす方が経費もかからないから、

ほっておけ」という意見も出るような状況で

あったという。そのような状況の中で、2000

年度より地区内4集落は共同で中山間地域等

直接支払制度に取り組んできた。そこで得た

体験が集落法人設立に大きく寄与したのであ

る。

法人の資料に、「地域を愛し」「土地を愛

し」「家族を愛し」「話し合い」「助け合い」

「喜び合いましょう」というキャッチフレー

ズが掲載されているが、その中の「助け合い」

の中で、『中山間直接支払事業で機械の共同

購入により、共同作業、共同管理による高能

率助け合いを体験しました』『中山間直接支

払事業で道水路の施設管理、草刈り、花いっ

ぱい運動をして共同作業と助け合いの大切さ

を実感しました』とある。この体験を受けて

『高齢化、少子化が進む時、隣近所、集落、

地域のみんなが、力を合わせ助け合い地域の

農地を守ります』ということになるのである。

そこで県農業会議が行っている『農事組合

法人リーダー研修会』へ世話人4人を参加さ

せ、約10ヶ月かげて2002年10月設立に至った

のである。地区内での話し合いでは『飯米も

買わなければならないのか』『機械等導入の

借金返済の不安』等の意見も出たが、野菜専

作農家1戸を除いた55戸の、いわゆる一集落

一法人という形で法人化された。利用権設定

面積は40.9haで、主な作付けは水稲34.6ha、

飼料用稲3.9ha、ソバ0.8ha、アスパラガス

0.4haとなっている。

出資金は10年以上の利用権設定面積10a当
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たり1万円であるが、追加して利用権を設定

する場合は、別途30,000円の追加が必要とな

っている。これは設立時の利用権設定に伴う

補助金相当額である。この点については後述

する。地代は10a当たり15,000円で、畦畔管

理(畦草刈りは年3回以上)を所有者自らが

行う場合には15,000円、水管理については

2,000円が支払われることとなっている。

組合脱退に関しては、利用権設定期間終了

時の脱退は自由で、出資金は全額払い戻され

る。また利用権設定期間内に脱退する場合は、

出資金と同額の違約金を支払い脱退すること

となっており、つまり出資金が返済されない

ということになる。

一方、途中参加についてであるが、法人へ

の出資は1戸を除いて全戸参加しているとし

た。その意味では途中参加はないが、ここで

いう途中参加とは農地の持ち込みのことであ

る。利用権設定は基盤整備済みが基本だが、

従前の農地でも条件が整えば受け入れること

としている。しかし中には基盤整備田でも作

り手がいなく耕作放棄されている農地も若干

あり、そのような農地は未加入となっている。

また55戸のうち4戸が「おつきあい」「飯米確

保」ということで、自らが所有するすべての

農地を農事組合法人Bに貸し付けていないの

である。ここで「自己所有地の10%未満の農

地」を持ち込む場合は、10a当たり4万円で、

それは10aを下回る面積の場合でも適用され

る。前述したように1万円の出資金に利用権

設定に伴う補助金相当額3万円を加えたもの

である。これは飯米確保のため所有地の一部

を自らが耕作している場合を指しているもの

と考えられる。また「自己所有地の10%を超

える農地」を持ち込む場合には10a当たり14

万円を払わなければならない。上述の4万円

に、さらに設立資金に関する補助金相当額10

万円が加算されるのである。この3万円とか

10万円は、設立時に導入した事業の補助金を

個人が負担した分に相当する。つまり追加持

ち込みの場合は、通常の出資金に設立時に得

た補助金を個人分として負担しなければなら

ないのである。農事組合法人Aの場合は、途

中参加を認めていなかったが、農事組合法人

Bの場合、認めているが途中参加は負担が大

きいということになり、その結果、ほとんど

の農地が農事組合法人Bに集積したといえる。

また中山間地域等直接支払制度の交付金は、

取り決めで50%強は共同取り組み活動に使う

こととなっており、残りは個人が受け取るこ

ととなっている。制度で協定者は耕作者とな

っているため、この農業法人も交付金を受け

取っており、その一部を畦畔管理や水管理料

として地権者に支払っている。また前述した

引き受け手がいなく放棄されていた農地につ

いては、この制度の共同取り組み活動費でま

かない、また地区内にある溜池の維持管理も

中山間地域等直接支払制度交付金の共同取組

活動により行われている。

A地区が若手を中心にしたオペレーターを
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構成できたのに対し、B地区は60歳代の6人

が中心で、40～50歳代がバックアップすると

いう体制となっている。法人の執行部は70歳

代で組合長(75歳)は元小学校教員、理事(71

歳)は元銀行・測量会社、会計担当理事(72

歳)は元NTT職員である。この地区には水

稲作を大規模に行っている専業経営は存在し

なかったが、広島県がいうところの様々な能

力・職歴をもった人々による農業経営展開の

典型的な事例である。

ここの経営の特徴は、稲作付け34.6haのう

ち約3ha強の酒米(山田錦)を生産している

こととであり、ライスセンターも設置されて

いることから、地域内の酒米生産の拠点とし

て展開を図ろうとしている点である。また転

作では飼料用稲3.9haを作付けしているが、こ

の収穫は収穫用機械を所有している農事組合

法人Aへ作業を委託している。

②地域活性化への新たな可能性

A地区は青年団を中心とした地域活性化の

取り組みが従来からあり、農事組合法人Aは

地域の農業・農地を守っていく活動を中心に

行っていた。一方、B地区はまとまりはあっ

た地区だが、これまで積極的な活動は行って

こなかった。農事組合法人Bを設立したこと

により、これまで各家の稲作に従事してきた

高齢者・女性の労働力が余ってくることとな

る。現在集落法人ではアスパラを0.4ha作って

いるが、これは12～13年ほど前、県が奨励し

たために地区内で3戸の農家が作っていたも

のを、法人が引き継いだ形になっているので

ある。女性はあまり作業には出てこないが、

もう少し金になれば出てくるであろうと法人

では期待している。またB地区は比較的交通

の便の良い条件にあり、近くに交通量の多い

道路が通っているため、そこを活用して「直

売所」を建設したらどうだろうかという考え

も持っているようである。

今回の米政策改革により、集落営農組織は

これまでの転作組合から「売れる米作り」を

行う組織へと変貌しなければならない。もし

このような形で経営が展開した場合は、これ

まで各農家における米づくりの主力であった

高齢者・女性の労働力が地域内で余ることと

なる。こういった労働力をどう活用していく

かが、集落営農組織の新たな課題といえるの

かもしれない。

この農事組合法人Bが設立されたことで、

地区内には地代・労賃を含めおおよそ2,000

万円の現金が法人より新たに支払われること

となった。集落営農組織による稲作経営は、

これまでの零細経営の集合体としての集落全

体の農業所得より大きい金額を地域に落とす

ことになる。問題はその継続性と新しい米政

策に対応できるか否かであり、このような第

二種兼業農家を中心とした組織の場合、農協

等の支援がより重要な意味を持つのであろう。
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表3 第二種兼業農家協業型集落法人の概要

(4)担い手連携型集落法人の概要

広島県における集落法人と呼ばれる集落営

農組織の多くは、第二種兼業農家を中心とし

た協業型であるが、いくつか専業的な経営が

参加している組織もある。そこで広島県の資

料をもとに、これらの状況を見てみよう。(各

法人の概要については表4)

農事組合法人Aは、1990年度に完了した県

営圃場整備後、急速に進む高齢化・担い手不

足を背景に地区内の大規模稲作経営に農地が

集積しつつあった。そこでその担い手である

大規模稲作経営を中心に、集落ぐるみ共同の

経営を行おうという機運が高まり、話し合い

を60回以上、4年の歳月を費やして1995年12

月に農事組合法人が設立される。平均圃場区

画13aからもわかるように条件の悪い中山間

地域に位置するが、この法人は農業経営とし

ての性格が強い集落営農組織として位置づけ

られる。

そもそもの担い手は現在代表理事である組

織設立の中心となった夫婦であるが、1998年

に集落内の農家子弟1名が戻ってきた。さら

に2000年にも代表理事の子弟も戻る等、Uタ

ーンにより若者3人が構成員(2名)・従業員

(1名)となり、現在は基幹的農業従事者5

名を確保している。また研修生2名も受け入

れており、若い人が5人増えたことで、集落

が活性化しているという。
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ここの特徴は代表理事が法人経営に専念す

ることを確保するために、役員報酬額を広島

県内の集落法人では最高額である月額50万円

としている点である。つまり担い手不在地域

において集落内の農地を維持していくには、

専業経営者に頼らざるを得ない。しかし、そ

の専業経営者を集落営農組織に参加させるこ

とで所得が確保できないようだと組織の維持

も困難になる。つまり唯一の担い手に集落内

の農地利用・管理を任せていく上で必要な仕

組みを確保する形で組織化したのである。

この集落法人はミニライスセンターを所有

しPB米を販売したり、若者を中心として地

区内女性の労働力を活用したトマトやスイレ

ンの栽培を展開している上に、さらなる規模

拡大を図り、標高差を利用した経営多角化を

図ることを目標としている。

表4 担い手参加型集落法人の概要
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農事組合法人Bは、町内にある3つの地域

農業集団と連携を図る法人で、最終的な理想

に向けて進んでいる法人であるといえる。そ

もそもは3つの地域農業集団役員等で構成す

る「地域営農しくみづくり協議会」で新たな

営農のあり方を模索したことを発端としてい

る。理想像は地区全体の農地を一括管理し共

同経営を行う「集落農場」であるが、関係農

家が多く合意形成には時間を要するとの判断

から、当面3つの集団との連携を図りながら、

転作大豆経営に重点を置く法人として2000年

4月に設立された。

現段階では稲作部門は、各営農集団の作業

受託により対応し、法人は転作大豆を中心に

経営を行っている。大豆に関しては省力化を

図るため不耕起栽培に取り組んでいる。また

徐々に増えてきている水稲も、ここでは疎植

栽培に着手している。生産された大豆を利用

し、加工部「B夢グループ」が豆腐加工を1

日200丁程度、年間5.6万～7.2万丁程度生産し、

地域の産直市で販売している。

基幹的農業従事者は1名だが、今後は水稲

作も含む実質的な集落農場を目指すことが課

題である。他には豆腐加工場の機能アップを

図ること、総菜の製造や飲食施設を加工場に

併設すること、ソバの生産・加工・販売を念

頭において活動を行っている。

農事組合法人Cは、法人外に野菜の自己経

営を持つ人を代表理事としている。1984年に

全戸参加による農業生産組合を設立し、転作

として栽培していた「ソバ」「密源レンゲ」を

活用し、集落内にある観光資源の整備と温泉

施設の誘致を図り、その施設を活用した都市

農村交流事業を展開してきた。1991年には転

作の景観形成活用の先駆的事例として農林水

産大臣賞を受賞している。水稲については一

部有志で機械共同利用により対応していたが、

その後高齢化・担い手不足が進み、さらなる

発展を目指して農業経営の共同化の機運が高

まり集落法人を設立し、2001年度より活動を

始めている。構成員は19名だが、農地を所有

しているのは18名で、他に温泉施設代表1名

が「農産物の供給を受ける者」として参加し

ている。そしてこの温泉施設と提携して、食

材(米・大豆)供給を行う他、PB米生産や

大豆加工品(豆乳アイス等)の販売も行って

いる。

基幹的従事者は代表理事であるが、第二種

兼業農家も補完的オペレーターとなっている。

法人化により余剰化してきた高齢者・女性の

労働力を活用した高収益を得られる作物、例

えばブルーベリー等の生産と、生産した大豆

を利用した味噌・醤油等の加工販売を検討し

ており、さらなる都市農村交流を図ることが

課題であるとしている。

農事組合法人DとEは、O町が提唱する「緩

やかな法人化(大型農家共存型)」の事例であ

る。O町が位置する地域の農林事務所が作成

した資料によると、既に企業的な個別経営(大

規模稲作農家)が形成されており、それらの
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経営のすべてを集落法人に取り込むことは、

個別経営のこれまでの努力をその所得に反映

させがたいということと、農地の出し手にと

っても集落外に散在している農地管理を行う

ことが、農地集積による経営効率化を目的と

する集落法人の取り組みにそぐわないことか

ら理解を得ずらい。そこで大規模稲作農家を

法人の基幹的従事者として活用しつつ、当該

大規模稲作農家の経営努力をその所得に反映

させるため、地区内の農地は大規模稲作農家

所有分を含め法人に対して利用集積を図り、

地区外の大規模稲作農家利用権設定分につい

ては、法人との連携のもと大規模稲作農家自

身の持ち分として経営し、今後、町全体で農

地の利用再編を行った上で大規模稲作農家が

中核を担う法人への成長を誘導することを

「緩やかな法人化」と読んでいる。

具体的なイメージとしては、集落内の農地

は大規模稲作農家分も含め20haで、集落外に

大規模稲作農家が利用権設定している農地が

10haあるとした場合、集落法人で所有する機

械の能力は、作業受託を含む30ha程度のもの

とする。大規模稲作農家は集落内では基幹的

オペレーターとして従事し、また集落外の

ユOhaについては集落法人に作業を委託するの

である。そのことにより大規模稲作農家は、

高性能な機械を所有する必要はなく、また事

故等による経営リスクも回避できるとしてい

る。そして現在は数集落へ分散している農地

を町全体で利用再編を行い、将来的には3～

5ha程度の団地化を図っていくのである。

農事組合法人Dは、2集落(1集落の全戸

と1集落の一部)の25名の構成員により設立

されている。この地区は1999年に圃場整備事

業は完了していたが、水稲・肉用牛繁殖複合

経営(認定農業者)と切花生産経営の各1戸

を除いて、地域農業集団による機械の共同利

用等による零細で非効率な稲作生産が行われ

ていた。そこに高齢化・担い手不足、米価下

落と生産調整の拡大が進み、新たな地域営農

のシステムづくりが求められていたため、

2001年度に県事業の重点推進地区の指定を受

け設立された。

代表理事は切花生産農家で、自らの切り花

生産を継続しつつ代表理事として法人運営に

あたり、もう1名の認定農業者は地区外にお

ける稲作経営と肉用牛生産を継続しつつ、法

人の基幹的従事者となっている。集落法人は

地区内において水稲12.3haの経営を行うと同

時に、地区外の認定農業者が利用権設定して

いる農地20.2haの作業受託を行っている。ま

た転作として大豆及び飼料稲生産に取り組み、

飼料稲はWCSとして調製し、肉用牛の飼料

としてこの農家に供給され、堆肥は圃場に還

元されている。

集落法人設立により生じた高齢者・女性の

労働力は、水稲育苗ハウスを利用した花壇苗

生産に振り向けられており、切花生産農家で

ある代表理事が生産管理を行っている。また

一層の経営効率化を目指し「0町稲作等スー

 26



パー低コスト化プロジェクト」に参加し、水

稲の乾田不耕起直播栽培や大豆不耕起栽培、

飼料稲無人ヘリ散播等の省力化技術導入に積

極的に取り組んでいる。

農事組合法人Eも「緩やかな法人化」であ

り、地区外に自己経営を持つ大規模稲作農家

を中心とながら、第二種兼業農家が補完的オ

ペレーターを務めており、大規模稲作農家は

地区外の作業を法人に作業委託している点で

はDと同じである。ここでは大豆と小麦作に

力を入れている。

広島県では第二種兼業農家を中心とした協

業組織が中心だが、ここで見てきたようにA

法人は、担い手が中心となって組織された集

落法人である。そしてB法人は現在のところ

転作を中心に組織された集落法人で、C法人

は加工や都市農村交流を念頭において組織化

された集落法人であった。そしてD法人とE

法人は「緩やかな法人化(大型農家共存型)」

と呼ばれる、大規模稲作農家と集落法人が連

携していく型の組織であった。これらの事例

は多くのことを示唆してくれる。

(補論)新しい米政策と集落営農組織の

位置づけ－滋賀県の事例-

新しい米政策が展開するにあたり、これま

で地域維持のための組織であった「集落営農

組織」を経営体として位置づける動きが見ら

れる。広島県と同じように早い時期から集落

営農を位置づけてきた滋賀県は、1977年の「土

に生きる県民運動」から集落営農に取り組み、

1988年～2000年まで「集落営農ビジョン促進

対策事業」を実施し、県内の2分の1にあた

る800集落でビジョンづくりを行い、519集落

でハード事業を導入した。さらに1998年から

は「みんなでがんばる集落営農促進事業」を

展開し、取り組んでいる組織の経営体への誘

導を行い186集落を指定し、158集落でハード

事業を展開してきた。(11)そして新しい米対策

をにらんで、現在614組織ある集落営農組織の

うち400組織を「特定農業団体」に位置づけた

いとしている。しかしながら現在の組織のう

ち「協業経営方式」を採用している集落営農

組織はわずかに24組織(4.6%)にすぎず、多

くの組織(80.1%)は「機械作業受託方式」

である。つまり稲作経営は集落営農の構成員

個々が行っているのである。

一方、滋賀県でも個別経営は数多く展開し

ている。「経営耕地5ha以上、専従者あり」の

家族経営が、水田面積の14.8%にあたる

7,700haを経営しており、また法人経営も

2.1%にあたる1,100haの経営を行っている。

しかしながら集落営農組織に所属しない「兼

業型個別完結農家」が経営している水田面積

が361,000haと全体の69%を占めているのが

現状である。
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図5 滋賀県における水田農業の担い手構造計画

2000年時点の担い手別に占める水田面積割

合と、計画されている2010年の計画は図5に

見るようになっている。滋賀県では農協出資

法人を指す「地域農業サポート事業体」を含

む経営体を「効率的かつ安定的な担い手」と

位置づけ、2010年には69%の水田面積を経営

するという計画をたてている。そしてその中

には100ha程度の規模となる「スーパー経営

体」も20経営体ほど計画している。この100ha

程度規模のスーパー経営体は湖北を中心に形

成されつつあるが、滋賀県では集落営農が組

織されない集落で農地流動化がかなりのスピ

ードで進んでいるという。しかし一方では分

散錯圃が進行するために経営にとって不利な

条件の農地を返還し規模を縮小する動きも見

られる等、大規模経営が規模拡大だけで経営

展開を図れる条件は少なく、団地化等を進め

なければ経営展開は困難であるとする意見も

聞かれる。また「地域農業サポート事業体」

である農協出資の生産法人も、担い手が借り

ない農地を分散して経営する等、安定的な経

営が持続できるのかといった課題も抱えてい

る。

以上のような課題はあるが、滋賀県では「集
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落営農組織」も担い手と位置づけた。しかし

その大半の組織は作業受託組織であり、これ

らの経営体を農水省の言う集落型経営体と呼

ぶにはハードルが高すぎる。一部に大規模稲

作経営と棲み分けを行ったり、また集落内の

中核農家に農作業を委託する等の仕組みを含

む対応の集落営農組織の法人化も散見できる

が、滋賀県が当初想定していた、地域資源管

理組織としての集落営農の枠組みを超えた、

担い手としての集落営農組織を育成する術は

今のところ確立されてはいないといえる。

4.農業構造政策と集落営農組織

(1)事例に見る「集落営農組織」の意義と担

い手としての可能性

農水省が政策を集中するとしている経営体

が見出せない地域は少なくない。今回、事例

対象とした広島県もその農業生産条件から、

土地利用型農業の担い手が登場しにくい状況

がある。そのような地域で「集落営農組織」

が登場してくることは致し方ないことである

といえる。

問題はこのような組織はどういう意図をも

って設立されたのかということである。今回

見てきた東広島市の「第二種兼業農家中心型」

の集落営農組織は、中山間地域に位置した地

域で、個々の経営規模では生計をたてていく

だけの農業経営が展開できなかった地域であ

る。しかし近隣に就業機会があり、これまで

は兼業収入に稲作収入を加えた比較的所得の

高い地域であったといえる。そこで高齢化に

よる労働力不足や米価下落よる農地管理コス

トの引き下げを目的として、組織で対応して

きたのである。

ここでは農地は集積されており、個別経営

体が分散錯圃という条件で生産を行っている

ことと比較すると、より良い条件で農業生産

活動を行っているのかもしれない。しかし地

域の農地を維持していくことが主目的であり、

それに必要でない新たな農業投資や消費者ニ

ーズに沿った作物生産等は行われていなかっ

たのである。今回の米政策によって消費者ニ

ーズに沿った「売れる米作り」を行わなけれ

ばならないが、その販売に関しては農協次第

であり、もし農協に販売能力が伴っていなけ

れば、これらの組織は崩壊の危機に晒される

のではないかと考えられる。またこれまでは

集団転作により麦・大豆を生産してきたが、

これも奨励金を得るための策であり、商品と

しての麦・大豆を生産してきたのではない。

気候条件等を考えると麦・大豆よりも相応し

い作物を探すこととなるが、販路確保等の課

題があり、おいそれと取り組むわけにはいか

ない。その意味では、今回紹介した2事例が

「飼料用稲」生産を行っていた点は評価され

るべきであろう。

一方、「担い手参加型」の集落営農組織につ

いては、これまで農業生産活動により生計を

たてていた担い手が参加しているのであるか

ら、容易に解体するわけにはいかない。ここ
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では集積した農地が合理的にかつ効率よく利

用されなければ、所得を上げていくことは困

難になる。今回の事例ではA法人は、まさに

集落の有する農地管理機能を活用し、実質的

な担い手による農業経営が展開している事例

として評価できよう。また他方、これまで個

別展開してきた担い手についても、分散錯圃

の下で規模拡大し展開してきた経営が米価下

落等により限界に達し、新たな方向を模索す

るということから集落と連携しているという

点も見受けられる。滋賀県でも同様の動きが

見られるが、スーパー経営体が実現するほど

農地流動化が見られる中で、規模縮小を図る

経営が現れてきていることも指摘したが、こ

れは経営耕地の分散により規模拡大の効率性

よりも遠隔地の農地を手放し縮小する方を選

択しているのであり、場合によっては農地集

積が図られている集落営農組織と連携すると

いう動きも登場してくるのである。また用水

路の維持管理等の理由から集落と連携を図る

展開が見られることも創造するに易い。

農用地集積が実現している集落営農組織に、

新規就農等により新たな農業生産の担い手が

創出されてくる可能性については否定しない。

しかし現状を踏まえると中核的担い手と連携

を図っていくことが好ましいし、また「望ま

しい農業構造」を構築していく上でも積極的

に採用すべきであると考えられる。

(2)農業政策と地域政策の対象

すべての集落営農組織を「望ましい農業構

造」における経営体と位置づけることは好ま

しくないと考えられる。法人化してもそれが

望ましい経営体であることを担保するもので

もないし、また多くの集落営農組織にとって

法人化のメリットがない。米生産において集

落営農組織のみならず兼業農家が大きく寄与

していることは否定しないが、集落は中山間

等直接支払制度の成果に見られるように「地

域資源管理主体」として位置づけるべきであ

り、集落は「地域政策」の中で位置づけるべ

きであると考える。

担い手不足というが、団地化された農地で

十分な規模を確保している経営は少ない。こ

れらの経営と集落営農組織を同列に位置づけ

ることは、政策自体が中途半端なものとなり、

その効果を十分に発揮することができないと

考えられる。新政策が想定した「個別経営体」

は一体化した農地を前提としていたが、それ

は10年たった今も実現していない。望ましい

農業構造は、既存の担い手に十分に力を発揮

してもらった上で、さらに不足している場合

にはじめて株式会社等を含む経営体を検討す

ればよいのであって、これまで構造政策が行

われてこなかったことを省みず、次の方向を

模索することは大きな過ちであると言える。

導入が検討されている「直接所得補償」も、

EU等の事例を見れば明らかなように、対象

となる担い手が構造政策により確定した後に
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導入すべきであって、その対象が不明瞭とい

う中途半端な状態で導入したところで効果が

発揮できないのである。

販売規模別にみると、認定農業者の中心と

なる500～1,000万円規模層は95/90年で

0.5%減であるのに対し、00/95年では19.4

減と拡大し、1,000万円以上層は95/90年では

23.3%増加であったのに対し、00/95年では

9.8%の減少に転じている。新政策の「目指す

べき2000年の農業構造」は、施策の集中を掲

げて認定農業者制度を推進したにもかかわら

ず、実現できるどころか理想の農業構造から

遠ざかってきた。基本計画見直しによる2010

年の「望ましい農業構造」も同じ状況に陥る

可能性は否定できない。その場合さらに10年

後の農業構造を想定することは不可能であろ

う。

認定農業制度は、今回の構造政策の見直し

によりその要件が緩和された。「特定農業団

体」制度を導入し集落営農組織を農業生産の

担い手と位置づけるために、認定農業者制度

における法人の認定基準を見直したのである。

ひとつは「主たる従事者」要件で、これまで

「主たる従事者が存在している必要」があっ

たものを「主たる従事者となる候補者が存在

することで足り、要件を満たす者が存在する

ことを要しない」となった。また「目標農業

所得」も「目標農業所得額が基本構想の目標

農業所得額と同等以上の水準となるような農

業経営の規模、集約度であるか否かで判断」

されることとなった。つまり法人化された集

落営農組織を農業生産活動の担い手と位置づ

けるに当たり、その過渡的形態である「特定

農業団体」を引き込むための制度改正である。

集落営農組織は、本報告でも紹介したよう

に担い手不在地域において重要な役割を果た

している。しかしこれがたとえ法人化を前提

としたからといってプロ農家と同様に位置づ

けることには無理がある。「農業政策」で必要

以上に集落営農組織を担い手として取り込む

ことは、たとえば前述したように「直接所得

補償」等の新たな政策導入に関しても影響を

与え、その効果があがらないことが懸念され

る。

他方、集落は「地域政策」の対象とすべき

であるが、かりに中山間地域直接支払制度を

地域政策とした場合には、その中に構造政策

的な視点を潜り込ませることも問題である。

中山間地域等直接支払制度においては耕作放

棄地の発現が抑えられ、また復旧等により農

用地が利用されていることを評価すべきであ

るが、そこに構造政策的視点を入れたために、

そのための充分な手当がないにもかかわらず、

その政策評価において構造政策的な部分を評

価した場合、全体の評価が下がることを認識

しなければならない。

繰り返しになるが、本稿で述べたかった結

論は、農業政策と地域政策は明確に峻別すべ

きであり、集落を対象とした問題は、非農家

の存在も認知した上で地域政策で扱うべきで
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あるということ。そして農業問題はもう一度、

これまでの政策のあり方を振り返り、政策が

充分に機能するような形であったかを分析し

たうえで、日本農業の限界を判断し、株式会

社の参入等の議論を行なうべきであって、不

十分な政策展開の結果の上に存立している今

日の農業構造を、構造政策推進の結果である

と判断することは、個別展開を図っている農

業生産者にとって不幸なことである。
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