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はじめに

高齢化,後継者難,耕作放棄等に対する対策と

して,作れなくなった農家の農地をいわゆる担い

手に流動化していくのが,構造政策の処方箋だっ

た。しかるにその受け手自体が乏しいところから,

構造政策の力点は担い手育成という経営政策にシ

フトしたかにみえる。こうして1992年の新政策以

降,法人化が担い手育成の重要な手段として強調

されるようになった。

その延長上で新基本法も23条で「家族農業経営

の活性化を図るとともに,農業経営の法人化を推

進」することとしている。これについて解説書(1)

は「後者は前者の実現手法の一態様ともなるが,

それのみにとどまらない異なる概念であることか

ら,並列して規定されている」としているが,「そ

れのみにとどまらない」内容については触れず,

結果として一戸一法人的なイメージが強い。他方,

法の28条では「集落を基盤とした農業者の組織」

の育成施策を講ずるとしているが,同じ解説書は

「特定農業法人化の促進」等を具体例として掲げて

いる。つまり法人化が強調される割には,具体的イ

メージは一戸一法人か特定農業法人に限られる。

それに対して農業基本法は,「農業構造改善の

内容として,自立経営の育成と協業の促進の両方

を掲げ」「あくまで併行的に援助」していくとした。

しかるにその後の展開は自立経営のみが着目され,

かつその早期挫折が指摘されることになった。そ

れを受けて生産組織等の展開がみられたが,それ

が基本法にいう協業の延長上に位置づけられるこ

とはなかった。生産組織ではなく「生産者組織」(2)

という規定が,わずかに農業者の協業という概念

を含蓄するにとどまった。

しかるに地域農業が存亡の危機に瀕し,地域農

業再編が必至になっている今日,改めてその担い

手の一つとして,協業経営の法的形態としての農

業法人が注目されるべきだろう(3)。現実の農業法

人の展開をその構成員から分けると,家族協業の

法人化としての一戸一法人,少数農業者による協

業法人,そして多数農家による(地域ぐるみ)法

人の三種がみられる。このうち一戸一法人が,〈担

い手育成→農地流動化→地域農業再編〉という農

地流動化による地域農業再編という従来の構造政

策路線に属するとすれば,よりストレートな地域

農業再編の方途として複数農業者協業法人が注目

される。地域ぐるみの集落営農の法人化も,現実

には地域ぐるみ法人化ではなく,少数農業者法人

への編成替えを伴うケースが多い。それもまた担

い手育成,農地集積の一形態だといえばそれまで

だが,地域農業再編という視角からの接近が今日

では欠かせない。農業基本法の「協業の助長」の

今日的意義の追求である。

本稿はこのような観点から静岡県中速地域,太

平洋沿岸沿い農村における異なる地目・作目・形

態の農業法人の事例を紹介し,その問題点や課題

を検討する。もちろんその全てが推奨すべきモデ

ルという位置づけではない。多様な取り組みがな

されている現実に注目すべきだという趣旨である。

また各事例には農地保有合理化事業が深く関わっ

ている。同事業の新たな展開領域としても注目し

たい。

1大東町・大須賀町一稲作協業組織の法人化

(1)地域の概況

①大東町は掛川市と太平洋の間に位置する農
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工両全と水田完全協業で有名な町である(4)。町の

北は小丘陵,真ん中は水田地帯,南は砂地地帯で

ある(今日の地目構成は水田787ha,畑578ha,樹

園地414ha)。ここ10年の人口は20,000人弱で横ば

いで,掛川市との合併を控えている。

同町が高度成長期にさしかかった頃は,海岸砂

丘地帯は伝来的ないも・むぎ農業だった。台風銀

座にあたるため根菜のいも生産,切り干しいも・

澱粉加工,いもを飼料とする養豚が試みられてい

た。北部はミカンとタバコにとりくみ,水田は反

収5～6俵の秋落ち水田で,米の品質も悪かった。

昭和30年代前半の新農村建設事業の頃から農工

併進,疏菜・洋菜の園芸産地化が追求された。基

本法農政下では県下のトップを切って1962～69年

に一次構に取り組み,温室疏菜園芸,甘藷を飼料

とする養豚,水稲等を基幹作目とし,補助事業で

は圃場整備,畑かん,稲作・園芸・養豚等の近代

化施設,融資事業ではメロン温室,ハウス,豚舎,

タバコ乾燥室等に取り組んでいる。そして水田の

圃場整備事業を受けて町全域にわたり集落ごとの

水稲の完全協業組織化に取り組んだ。これを受け

て65年からの二次構にあたっては,全国でもまれ

な全町方式が認められ,事業費も倍になり,大井

川農業水利事業を受けて用排水完全分離の圃場を

整備した。また71年の農村地域工業導入促進法に

基づいて6団地が作られ,現在の導入企業54社,

127事業所,従業員6,000人,うち町内は1,800人を

数えるに至っている(72年では各2,000人と700人,

町内世帯の1/3にあたったという)。

このように大東町の農業は,a.水田の圃場整

備と水稲完全協業化,b.ミカン→茶,工芸・園

芸の集約化,C.農村工業化という,土地利用型

と集約型,農業と工業の併進を果たしたのが特徴

である。当時の町長の施策といわれるが,主業農

家の平均規模64aという零細性,温暖な気象条件,

交通利便性等の地域条件を活かした選択といえる。

農家戸数は75年の2,000戸程度から半減,特に95

年からの5年間には29.5%減という激しい離農時

代をむかえている。とくにⅡ兼農家は37%減であ

る。

②水田完全協業の取り組み

大東町は大浜町と城東町が73年に合併するが,

完全協業は大浜町の全集落で取り組まれ,城東町

は田に段差があったりしたため,後述する岩滑集

落のみの取り組みとなった。圃場整備後は実際の

換地を行わず,持ち分だけを特定して,土地所有

者全戸が持ち分に応じて出資・出役する方式で水

稲完全協業に取り組み,労賃評価は低く押さえ(65

年で時間100円,92年から700円,労賃は災害常襲

地を配慮したとなっているが,実際には当時の園

芸作等の雇用労賃を抑える目的があった),収益は

面積配分(地代化)する方式だった(5)。

この方式は70～72年にかけて再編された。折か

らの農村工業化に伴い兼業深化が進むなかで,ご

多分にもれず出役者が激減し,また77年には女性

が7割を占め,役員のなり手がないという状況下

で,全戸出役方式を参加農家と委託農家に分け,

地代は固定し,残りの収益は出役者と役員に厚く

配分する方式に変更した。最近の例でいうと,労

賃は700円(県最低賃金見合い),地代は参加農家

10a15,000円,委託農家10,000円,残りの収益は

出役従事7割,役員報酬3割で配分するものであ

る。米の出荷は半分程度が地権者の飯米用販売で,

残りが農協出荷である。

しかし90年代なかばからは,いよいよこの方式

も限界にきた。旧大浜町は大坂・睦浜・千浜の3

つの明治合併村からなり,その村ごとに連絡会が

設けられているが,そのうち大浜村は後述する大

東農産への再編,睦浜村は2004年に研究会立ち上

げ,大浜村については,11団地60haあるが,うち

新川集落が半分を占め,後は山間部で10ha以下と

零細である。そこで新川だけが10年前から分離し

て運営されてきた。

従来の任意集団の実態を知るために新川につい

て多少触れると,新川団地は構成員97人,作業参

加者は14人だが,うち3人は女性で夫の入院など

で出られず,出役者は11人,うち7人が役員で,

作業の8割は彼らでこなす。年齢は60代3人,70

代4人,残り4人が50代以下で,さらに現在手伝

っている者が3人いる。労賃は男720円,女690円,
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地代は参加者12,000円,委託者10,000円だったが,

2002年より各2,000円下げ(標準小作料見合い)。

収益は,役員報酬の固定分(26万と32.5万円)と

繰越金200万円ほどを残すようにして,後は出役者

と役員で分けている。各戸の地代総額は最高でも

6万円たらずだが,手当等の総支給額は最高で270

万円になる。

米の販売は半分を地権者の飯米用に販売,残り

を農協出荷するが,両方とも17,000円,ただし飯

米用は30kg200円の配達料をもらう。

10年前にアンケートをとったところ,他集落に

任せてもよいかについては9割以上が反対だった。

現委員長77歳はリタイア予定だが,50代以下の続

く者が6名おり,「シルバー人材センターの水田

農業版」でやっていけるのではないかとしている。

③地域水田農業ビジョン

町は72年に自立経営農業研究会を立ち上げ,現

在は105名,女性部も77年に発足している。内訳は

温室・ハウス・露地の野菜,イチゴ,花卉等が中

心で,水稲は14人に過ぎない。これを母体に現在

の認定農業者は122人である。また町は93年に「や

る気塾」を立ち上げ,地域塾も設けて活動してい

る。

水田農業ビジョンにおける担い手は,水稲等に

本格的に取り組む法人・個人,地域の水田を管理

している集団等,耕畜連携体制をめざす畜産農家

としているが,要するに50a以上の者を全てリス

トアップし,2006年までに絞り込もうという方針

である。「地域の水田を管理している」者を担い手

としたわけである。助成金は小麦・大豆48千円

(66ha),ブロックローテーション29千円,飼料作

物7千円(18ha),一般作物7千円(30ha)のほか,

青刈り7千円,調整水田2.5千円,自己保全管理1.5

千円も計7haと小面積だが認めている。掛川市へ

の合併を控えているが,相談の結果,2006年まで

は各町ごとに取り組むこととした。助成金は地権

者ではなく任意集団にいくようにしている。

④大須賀町

大須賀町は概ね大東町の足跡をおいかけている

ので簡単に触れたい。作目は大東町とほぼ同じで,
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特色としてはイチゴの観光農園が多い。認定農業

者は70人で,イチゴ,メロン,水稲,茶が多いが,

メロンは離農が出ている。認定農業者には町が農

機具購入費の1割を補助した。町には,「地区の田

は字で守れ。田をしょって生まれた以上,田を守

るのは宿命。田とともに生きよう」という考えが

あるという。

水稲集団化には87年から取り組み,19集落のう

ち13集落にでき,このうち浜集落の「豆太郎」と

西大渕の「三熊野ファーム」とが法人化した。行

政が最近に至り各集落に「法人化するか法人に貸

すか」の選択を迫ったところ,4集落は転作受託

組織からその担い手農家への転作・水稲の貸付に

転じ,2集落は他集落の担い手への水田貸付等に,

また5集落は豆太郎への貸付に転じた(抵抗はあっ

たが)。一応の再編を成したことになる。

工業導入の団地は13haほど空いており,また北

部のミカン園跡地が荒廃しており,産廃施設等も

来ているが,復旧には60億円以上かかるというこ

とで苦慮している。

水田業ビジョンについては,大東町と異なり,

担い手については,経営改善計画に水稲の記載が

ある認定農業者等とし,20経営(法人2と集落営

農1を含む)をリストし(先の再編後の担い手にあ

たる),交付金は麦あるいは大豆に37,000円,麦・

大豆に47,000円である。団地化には町単で10,000

円を出している。

以下,二町からタイプの違う3つの法人をとり

あげて紹介する。

(2)大東農産(大東町千浜村)

①設立経過

同法人ができるまでの千浜村の集団の状況をみ

ると,まず設立前の各水稲団地の状況は表1の通

りである。各集落(むら)ごとに「団地」が組織

されているわけだが,その構成員も面積規模も大

きな格差があった。表2のOさん(坂里)による

と,同団地は1989年頃からOさん一人で作業をし

ていたという。ただし耕転は7団地を3組に分け

て,組ごとにトラクターを所有し,各組8人のオ

ペレーターでやっていた。耕転は年寄りや女性で



8

はできないので組単位にまとめたわけである。田

植機はだれでも乗れるので各団地ごとに行う。収

穫はコンバインは農協から借り(後には団地で1

台所有),耕転のオペレーターが担当していた。要

するに集落を基盤にしながらも旧村レベルの取り

組みもしているわけである。

表1再編前の千浜水稲団地の概要-1997年-

表2大東農産の構成員一2004年一

このようなやり方を30数年やってきたことが,

地権者の土地所有意識を薄め,かつ若い者は自分

の家の田の所在も分からないような状況が全村利

用権設定につながったのではないかとしている。

93年あたりから組織再編の話が持ち上がり,農

協(JA遠州夢咲)の支店が事務局として,法人

化と農用地利用改善団体の案を作る形で準備が進

められた。96年に千浜水稲団地研究会が発足し,

翌年には座談会・アンケートを行い,再編プラン

が大勢となったので,97年には法人化設立準備会

に衣替えし,メンバーを6名として参加を募った

ところ,表2の上から4名がまず手を挙げ,次い

で下2人も脱サラ参加することにした。結果的に

各団地から一人つつ参加したことになった。

Aさん(千浜西)によると,団地のオペは5名

いたが,やる気塾での話し合いで,他の4人のオ

ペは,「千浜西はお前にまかせる。文句はいわない

から好きなようにやれ」とということで「逃げた」

という。彼らは施設園芸に特化した。「団地に出る

と施設の足を引っ張られる」というのが理由だ。

Aさんには「田をやると金にならぬので,よせ」

と忠告する人もいたという。

こうしてメンバーが決まり,98年に利用改善団

体と法人が同時発足し,法人は特定農業法人の認

定を受けた。関東農政局初の特定農業法人という

ことである。

また従業員(現25歳)を一人雇用した。待遇は

農協職員並みだが,本人が法人に落ち着くかは不

明である。

農事組合法人を選択した理由については,「決

定打はなかった」という。有限会社だと独占的な

営利企業という印象を与えてしまうが,「農」や

「組合」が入っていると安心される,という思惑

もあった。旧村・むらをバックとした性格が自ず

とおもむかせたところだろう。

同時に旧村規模で利用改善団体が発足したが,

その概要は図1にみるとおりであり,最大の役割は

後述する「飯米用米の注文のとりまとめ」である。
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旧村の水田144haを農協合理化事業で一手に法

人に利用権設定するものであり,法人としては,

真ん中に小河川が走るものの旧村の水田を1団地

として借りられるわけで最高の圃場条件である。

9

先導的利用集積事業による交付金等5,000万円

程度を「アメ」としてもらい,改善組合の決定で

半額を地権者に還元している。

図1千浜地区の関係組織(1998年現在)

②経営内容

法人は大坂村から2.4haの借地,また村内の団地

からもれていた1.Ohaを借地している。土地利用は

水稲90ha,麦38ha,牧草14ha(耕畜連携で収穫作

業は畜産農家が行う),菜種3haで転作率は42%で

ある。菜種は景観作物と県の奨励作物を兼ね,バ

イオ燃料源として県トラック協会に販売するとと

もに,菜種コンサートのイベントにも活用してい

る。水稲の品種はコシヒカリ60ha,残りは「どん

とこい」ともち米である。うち直播は30ha,2003

年は60haまでやったが,除草剤の良いのがなくて

半減,2005年は新しい除草剤を使い45haに戻す予

定である。移植に比べてコスト40%,収量5%減

で,苗作りの難しさもあり,低コスト化技術とし

て積極的に位置づけているが,若手メンバーは収

量が下がることに批判的である。反収は7.5俵で,

砂地ということもあり,周囲より低い。麦は3年

で圃場を動かすようにしているが,ここ3～4年
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は病害が出やすい。大豆は手間がかかるので取り

組まない。

メンバーの分担はいちおうは表2のようだが,

仕事も圃場も明確に分担を決めず全員で取り組む

という。冬季は週休3日制にする。冬の耕転,圃

場の手直し(均平化,畦抜き,排水マスの修理),

作付け計画など結構やることは多いという。

③経営収支(6)

米は地権者への飯米用販売がほぼ4,000俵,残り

が農協出荷で,ほぼ前者が6割ということになる。

前者の価格は,町の水稲集団栽培推進協議会(以

前からあった水稲団地の長の会議で,それに2法

人の代表を加えたもの)で協議され,事務局(町)

が自主流通米価格を調べ,ほぼそれとの見合いで

提案している。2003年度は価格上昇し,コシの場

合で自主米(清算金込み)20,070円,飯米19,000

円だが,その前3年は16,500円でほぼ一致してい

る。2004年も16,500円に戻した(1999年までは飯

米の方が1,000円程度高く,またコシ以外は2002

年まで同様だった)。大東農産側も「農協出荷を基

準にしており,特別に高い値段をつけるわけでは

ないが,団地経営がなりたつ水準に決めている。

飯米の安定供給がポイント」としている。

役員報酬は,当初は年齢で差をつけていたが,

3年目に同じ理事だということで平均化したとし

て一人750万円にしている。町の基本構想の所得目

標は「800万円程度」だから,やや落ちるが,2003

年度は米価の値上がりで,計算すれば900万円程度

になるという。

地代は10a10,000円である。法人化前は,出役

者15,000円,非出役者10,000円だったが(標準小

作料は2001年から上田10,000円,中田8,000円),

当然のことながら後者に統一したわけである。

なお稲経には当初は飯米売りが多いということ

で加入しなかったが,不安になって途中から加入

した。

以上を踏まえて,2003年度の損益計算書を整理

すると表3のようである。同年度の飯米販売は

4,640俵で1俵17,414円,農協出荷は1,457俵で

18,229円である。売上げでは3/4が飯米用になって

いる。例えば2002年度は7,500俵の販売だから収量

が下がれば飯米用のウエイトがあがるわけである。

表3 各法人の損益計算一2003年一
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さて2003年度は営業損失は1,442(1,610)万円

(カッコ内は99年度,以下同じ),それに税金500

(220)万円を加えると赤字が1,940(1,834)万円。

それを転作助成金をはじめとする営業外収益

3,389(2,441)万円でカバーして1,442(607)万

円の黒字になる。もし転作助成金2,700(2,253)

万円がなければ,営業外収益でのカバーは1,000

(753)万円になるので,最終赤字は940(1,081)

万円。赤字を避けようとすれば,役員報酬を600

万程度に落とさなければならない。

④法人化の性格

まず法人化の意義なり性格だが,オペレーター

や出役者が乏しくなった集落単位の水稲集団を旧

村単位で再編・法人化することで,担い手の確定

と新しい担い手の確保を行った点が評価される。

旧村単位の法人化は一団地のまとまった圃場条件

を確保でき,日本農業の宿命であり,とくにこの

地域に強い零細錯圃を止揚するうえで決定的だっ

た。

そのうえで「むら」,旧村という共同体の理解と

いうか枠組みががっちりとしている。「むら」,旧

村という地権者集団にとっては,自家では不可能

になった資産管理をしてもらい,そこから飯米を

確保する。そのために地代額は問題ではなく,せ

いぜい飯米の買取価格が関心事だといえる。「ふ

るさとみなさまこめ農場」が法人の経営理念で

ある。飯米の買い取り,その価格の全町協議での

決定という仕組みは法人化にかかわりなく確立し

ていた仕組みであり,利用改善団体や法人化はそ

のうえにのっているだけで,実質的に制度革新が

あったわけではない。

このような有利な条件にもかかわらず,認定農

業者の所得目標に接近するための役員報酬を確保

することは,転作助成金なしでは不可能であり,

その意味では助成金に支えられた法人化といえる。

かくして,安い地代,安定した米の販路,経営

存立を確保しうる価格設定,そして転作助成金と

いう制度与件のなかでの,リスクなき法人化だっ

たといえる。取引費用ゼロの「旧村に雇われた(庇

護された)法人経営」といってもよい。

11

⑤課題

しかしこのような達成の途端,going concernと

しての次なる課題が出てくる。

まず消費者化した地権者は法人から「高い」米

を買わなくても,スーパー,コンビニから安い米

を買ってもよいではないかという疑問がわくが,

昔の団地からの繋がりで,今のところ文句やそう

いう行動は出ていないという。現在は地権者は買

った米を精米所にもっていくが,法人が精米販売

することについては,今のところ設備投資をさけ

たい意向である。

しかし中長期的にみて米価の低落傾向は否めず,

米政策改革のなかで転作助成金の前途も不透明で

あり,その如何によっては,法人も全面的に米を

作って売り切る必要が出てくる。また地権者も代

替わりすればドライな市場関係になるだろう。

そのなかで法人としては役員報酬1,000万円を

当面の目標とし,そのために収量アップしたいと

いうが,6.5～7.0俵水準をやっと7.5俵まで引き上

げてきたわけで,今後,直播の比重を増やすこと

も考えれば,それはかなり難しい。

また面積目標を200haに置いており,10年かけて

実現したい意向で,隣の大坂村の高齢化が極まる

ことを当て込んでいる(前述のように既に2.4ha

が法人に来ている)。

法人は60歳定年制にしているが,当面は法人内

の世代交替があるとしても,その先の見通しはた

っていない。いずれしても法人外から確保しなけ

ればならないことだけは確かである。

世代間やキャリアによる意見の違いもありうる。

とくに自前の農家と,企業における雇用経験を経

てきた者とでは経営感覚が違う。作業割り当てを

しないと労働が偏る,担当制でないと責任が生れ

ず作業が疎かになる,労働時間が違うのに給与は
一緒,会議等での意見集約がないとワンマンにな

る,作業の報告義務がないと誰が担当したか分か

らない,といった点があげられる。これはあくま

で一般論だが,大東農産のような農家とサラリー

マンの混成部隊にはおきやすい問題である。

大東農産でも,〈直播→規模拡大,自前のライス
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センター(今は競合を避けるため農協のものを利

用)→精米の独自販売〉という路線と,直播のリス

クを避け,従来方式の販売でいくかの路線の違い

があるという。前者は50代,後者は40代で一見逆

のようだが,法人に生活をかけて脱サラした若い

層とのリスク評価の違いだろう。

このような戦略意思の統一と労働管理が弱い同

法人の現状は,法人化はしたが未だ企業経営には

なり切れていない。短期的にはリスク管理を重視

しつつ,いつでも市場の荒波に打って出れるよう

な戦略意思の統一による企業管理が不可欠である。

(3)佐東ファーム(佐東村岩滑集落)

佐東村には4集落あるが,他の3集落は土地条

件が悪いうえに個人の意思が強く,圃場整備後も

個別経営でいったが,岩滑集落だけは実際の換地

をせず,69年から団地をつくり,協業でいった。

機械がもぐる,均平化が難しいということで一緒

にやった方がよいという判断で,全戸出役,賦課

金徴収の協業でやった。

それで30数年経過したが,オペレーターになる

人はいても責任ある役員はやりたがらないという

ことで行き詰まった。1997年から研究会,運営委

員会を作り,主として農協の指導をあおぎながら,

利用改善団体,法人化の準備をしたが,2000年の

春作業を間近にひかえて,それまでの団地役員3

人が押しきられる形で役員になって設立にこぎつ

けた(表4)。参加を募ったところ,10人が手を挙

げたが,説明を聞いたらみんな降りてしまった。

表4のSさんが後から脱サラして参加した。本人

はやる気十分である。Sさんを除く3人は茶や集

約作を続けながらの法人参加で,はじめから法人

に全生活を依存しているわけではない(Kuさん

は茶を50aから拡大)。

表4 佐東ファームの構成員

有限会社形態を選んだのは,「会社をきちんと

前に出した方がよい」という理由だが,「大東農産

と一緒でない方がよい」というのが本音かも知れ

ない。以下に述べる法人の性格からして,会社化

しても地権者に不安感を与えようがないという現

実もある。

43haの利用権設定で,水稲28ha,麦12ha,アス

パラ,芽キャベツへの又貸しが3haである。水稲

は除草が大変なこと,面積が小さいこと,反収が

低いことを理由に,直播はしない。反収は7.5俵で

大東農産と変わらない。麦は2年ローテーション

でやっているが,気象条件が悪く不安定である。

主としてSさんの冬季用にトマトを若干取り入れ

ている。

スタート時は37haで,7haほど借地で増やした。

集落内で団地からぬけていた農家2戸から55a,

佐東村内から6戸2haの借地,残りが村外だが,

5a割りの田や利用権を設定していない田もある。

経営主の死亡で茶園1haをやむを得ず借りる。小

作料はただ。今後とも茶園は出てくると思われる

が,法人としては借りる気はない。

経営収支の仕組みは大東農産と大差ない。違い

は,飯米販売と農協販売が半々であること,売っ

た飯米を預かって(電気料30kg600円),希望する

時に搬出するサービスでうま味を保つことにより

スーパーに走った人も戻ってきている。かといっ

て直販は在庫を持たねばならないこと,2,000万円

の追加投資が必要ということで踏み切れない。農

協のライスセンターと隣同士の利点もある。

経営収支は表3の通りで,530万円の営業赤字を

転作助成金1,381万円でカバーし,900万円弱の黒

字にしている。初年度はトータル460万円の赤字,
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二年皮目が180万円の赤字,三年度に米価上昇に助

けられて黒字化している。それに応じて役員報酬

は月28万円→40万円→50万円とあげてきており,

役員報償による収支調整にならざるを得ない。そ

れ対して「年金をもらいながらの法人だ」という

割り切りだ。

当初の赤字の原因は団地当時の機械を丸投げさ

れて,それを引き受けて過剰投資になったものだ

が,作業機を付け替えないで効率的に作業できる

メリットもある。先導的利用集積の1,575万円は機

械の購入に当てられている。

今後については,「定年は?」という問いには

「定年から始めた法人だ」。「どれくらい続くの

か?」「分からない」ということで,集落サイドも

どれだけ続くか心配している。田んぼだけでなく

地域の草刈りをどうするか,環境をどうするかも

心配だ。法人としては「草刈り料金も農場が負担

している」ことを強調している。

実際には5年ぐらいかけて70ha程度まで拡大し

たい意向で,その可能性もあるという。法人とし

てはSさんにがんばって欲しい意向だが,若い人

を雇うとなると,研修期間中の給与が問題になる。

Kaさんの長男が農協を辞めて農場の土地の一角

で1,800坪のトマト栽培を始め,法人にも参加した

が,別会計にしており,本人が農場本体に関与す

るかは不明だ。

このように承継も定かではない。給与も大東農

産の65万円に比べ15万円の差がある。しかし片や

7人で140haに対して,4人で43haのパフォーマン

スは相対的に高い。自家で茶栽培等をしつつの「定

年後の法人経営」は意外にしぶとい。ここでは転

作助成金が無くなったら,給与を元の40万円に落

とせば,Sさんを除きやっていける。

法人化による技術・経営革新はなにもなく,任

意集団の法人化ということに尽きるかも知れない。

ここでも課題は戦略意志を統一した企業化だ。

「定年後」の人たちがそれを示せば,案外何とか

なるのかも知れない。

(4)三熊野ファーム(大須賀町西大渕村)

西大渕村(旧村)には7つの組(区ともいう。

集落にあたる)がある。この7つの組ごとに集団

を作り協業してきたが,95年に4集団,96年に1

集団になり,組合長一人がオペになったが,一年

で死亡。後は機械の好きな3人のサラリーマンが,

土日を利用して時間単価1,500円でやっていた。3

人は現在は法人の組合員になっており,51～53歳,

である。

2002年に地権者会議から解散の提案がなされた。

行政側からは後継者がいなければ先にたちあがっ

ている法人・豆太郎に委託したらという提案もな

されたが,区としては「西大渕の田は西大渕の人

でやろう」という意向で,しばらくは任意集団で

続けたかった。しかし行政側は税金問題もあり任

意組合には強い難色を示し,結局は法人の設立と

なった。区側としては余剰を残さないと運転資金

に事欠くが,それには税金がかかる。転作助成金

も代表者名義だが,そうすると代表者個人に課税

されるという問題があった。

先の3人から「今は勤めがあり無理ですが,も

う少しの間頑張って地域の水田を守ってもらえま

せんか!休日にボランティアとして協力してもい

いです」という申し入れがあった(同ファームの

パンフレットより)。そこで彼らが組合員になり,

加えて新たに4名が理事になって農事組合法人が

立ち上げられた。理事のうち代表Taさん(64歳)

は酪農・養鶏にとりくんだ農家だが,71年から不

動産業,併せて4年前までパチンコ店も経営して

いた。そういう経営手腕が地域から評価されたの

かも知れない。Bさん(67歳)は農協中央会を定

年になってから区長をやっていた。Tkさん(68

歳)は織屋をオイルショックでやめてからサラリ

ーマンに転じ96年に定年。彼は任意集団を手伝っ

ていたが,Sさんは全くの非農家。定年後,家で

ブラブラしていたのをさそわれ,今ではのめり込

んでいる。

法人名は西大渕村が宮元になっている神社名か

ら採った。「神社を守る集落だ」ということが村の

農地を守る法人の性格を象徴している。「会社」を

名乗ると利益追求ととられかねないが,「組合」な

ら安心して貸せるというのが農事組合法人を選択
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した理由である。

こういう経過から「継続が第一の目的」という

法人である。

地代は任意集団の時は15,000円でやっていた。

標準小作料は10,000円だが,「一挙にそこまで落

とすのは」という配慮で12,000円にした。地代に

関する話は全くでなかった。

反収は7俵,収穫の7割は大東町と同じく地権

者の飯米用販売だ。価格は自主流通米見合い。愛

着があって任意集団の時から買い取りだったとい

うが,法人化して冷蔵庫をつくり,60～70俵は飯

米用販売が増えた。農地利用集積実践事業の助成

金1,400万円は,地権者に10a当たり16,000円を配

分し,残りをこの冷蔵庫(140万円)とパイプライ

ン設置の積立金とした。

特徴的なのは,組合長には月25万円の手当があ

るが,理事,組合員とも1,900円の時間給の点だ(一

般は1,400円)。表3によれば,300万円の営業損失

を770万円の転作助成金等でカバーして590万円の

黒字を出しているが,固定資産圧縮損430万円を計

上して160万円を残している。大東町の法人は補助

金充当で収支償っていると聞いて,同じ立場であ

ることを心配している。営業損失300万円はちょう

ど組合長手当に匹敵し,時給賃金でのボランティ

ア活動としては収支償う状況である。

2竜洋町－株式会社参加の農業法人による復旧

農地耕作

(1)地域の概況

竜洋町は天竜川を挟んで浜松市に隣接する太平

洋岸の町である。新幹線の浜松駅や東名高速のI

Cからクルマで20～30分の距離にある。人口は90

年代後半以降19,000人台で横ばいである。南部工

業専用地域への自動車部品,半導体,楽器等の企

業進出が盛んで,多様な業種で構成されるハイブ

リッド型の工業構造を誇っている。工業就業者数

は7,500名程度で,うち輸送機械が2,900人を占め

る。外国人が1,312人と多い。2005年3月に5市町

が合併し磐田市になる。

農業は水田231ha,畑139ha,農家数415戸(1980

年967戸から半減),専業70戸,Ⅰ兼109戸,Ⅱ兼236

戸である。一戸当たり面積は90a,2ha以上は20

戸。主な作目はエビイモ,白ネギ,スイカ,温室

メロン,イチゴ,水稲である。認定農業者は20人

いるが,温室,施設,露地野菜がほとんどで,う

ち3戸が水稲との複合である。

同町の水田は昭和40年代の県営圃場整備事業で

30a区画になったが,旧天竜川の河床にあたり水

位が高く,1mも掘ると水が出てくる。加えて他

市町からの入り作も多く,正規には13haだが,そ

の3倍以上はあるとみられている。このような状

況下で生産調整の達成率も2002年71%から2004年

58%へと落ちている。

町はこれまで生産調整を100%達成していなく

ても,町単で,10a当たり奨励金3,000円(309戸),

用水費補助1,500円(551戸),景観形成4,000円(44

戸),加工米1俵1,000円(150戸),実農家数764

戸,ほぼ水田農家の9割に助成してきた。また農

協が10a1,000円を上乗せした。

しかし合併予定の市町の申し合わせで,新磐田

市としては,大豆・麦・飼料作について100%達成

した者のみに基本10a10,000円,団地加算30,000

円とすることとしている。地域水田農業ビジョン

における担い手は2戸である。これも新・磐田市

としては3ha以上に限定した。2戸ではどうしよ

うもなかろうという質問に対しては,「合併すれ

ば担い手も多くなる」という回答だった。2戸の

うち1戸は自作1ha,小作15haだが,転作未達な

ので非認定農業者。もう1戸は自作3ha,小作21ha

で30haを目標にしている。彼の場合は転作はして

いないが加工米を出荷しているため認定農業者扱

いである。

(2)遊休地の復旧事業－平松新田の事例

1992年に知事が植樹祭に訪れた時,この地域の

遊休地の多さが指摘された。一説では既に1970年

代から耕作放棄がめだっようになったという。

2000年センサスでは,同町の耕作放棄地は水田

16ha,畑57ha,計73ha,農地面積に対して16%と

いう高さである。そこで同町では2ヶ所の復旧事

業に取り組んだ。うち一ヶ所が南部工業専用地域



地域農業再編と農業生産法人

内の平松新田だった。同地域は旧陸軍の飛行場跡

地で開拓地として地元に払い下げられた地域も一

部入り,地権者が多く,排水は不良,かつてはス

イカ,大根,現在ではネギ,エビイモ,麦等が一

部作付けされていた。

地区の面積は20.1ha,地権者は166戸,うち9.6ha

が遊休化しており,雑草や木が繁茂し,ゴミの不

法投棄もあった。町には各地区に土地利用委員会

があるが,同地区にはなかったため,町経済課主

導で98年に東地区農用地利用調整協議会(地元,

JA遠州中央,役場,中速農林事務所等)を立ち

上げ,農地保有合理化総合対策事業で,JA合理

化事業による利用集積と遊休地復旧を絡めて取り

組むこととした。意向調査の結果は貸付126戸

13.5ha(67%),売却7戸0.4ha,自作48戸6.1ha

だった(戸数は重複)。貸付希望の13.5haは担い手

農家6戸が借りることにした。担い手農家の内訳

は,表5の通りで,いずれも以前から借りていた

人である。

自作希望のうち26戸2.8haが,担い手が30a以上

のまとまった農地を耕作できるよう協力して自作

地に利用権を設定して耕作地の移動に応じ,利用

権設定面積は計16.1haとなった。この自作農家の

協力が農地集積に決定的に貢献した。

表5 平松新田復旧農地の借り手

小作料は10a当たりハウス11,000円,水田

12,000円,畑5,000円(標準小作料)。期間は10年

である。復旧工事は雑草・立木の除去,深耕・整

地,有機物投入,排水路補修等で総事業費2,899

万円は,国庫補助1,240万円,先導的利用集積促進

費693万円,町補助874万円,JA補助87万円等で

賄っている。町が相当の負担をしたこと,先導的
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利用集積促進費を全額地元負担に回したことが大

きい。また事業の推進にあたっては発案者として

の当時の経済課主幹,町の地域マネージャー(企

業出身者),静岡県農業振興公社から出向したJA

指導専門員の努力も大きい。当初は集積に協力的

でなかった人も,農地がきれいになって遠くが見

えるようになったことに驚いて気持ちを変えたと

いう。

(3)駒場蟹新田の復旧と利用集積

蟹新田は駒場集落の字名で,地区面積11haのな

かに2.7haほどの遊休地が平松より以前から発生

していた。町が誇る海洋公園「しおさい竜洋」に

隣接しており,町としても景観的にも放置できな

い地区だった。名前が暗示するように,元は天竜

川の河床であり,古くは堤防もあったといい,現

在は砂地の畑である。良質の砂利が採れるため,

地元業者が既に1.1haの砂利採取をしており,さら

に拡大意向で農家の約束を取り付けていた(10a

120万円ともいう)。しかし砂利をとると元の畑の

地層に戻すのは不可能であり,かつ遊休地復旧等

の補助事業の採択もあやうくなるということで,

地元の土地利用委員会(会長は自治会長)に中止

を要請し,地権者や業者の了解を苦労して取り付

けた。

同地区については東(平松新田)地区の取り組

みを参考にして,2002年度に遊休地の復旧と利用

集積をセットにした事業に取り組んだ(遊休地復

旧2.8ha,利用集積6.9ha)。駒場蟹新田地区農業振

興会(農用地利用改善団体,241筆91名)を立ち上

げ,アンケートをとったところ地権者の9割が貸

しても良いという意向だった。不在地主4名(名

古屋市,富士市,磐田市,東京都,うち2名は母

が駒場在住)も事業と貸付に同意した。遊休地復

旧の方は,農地利用集積実践事業(深耕,客土,

堆肥投入,排水路等)466万円,遊休農地解消総合

対策事業(立木の除去,整地等)1,200万円(半額

は町負担),町単(ゴミ処分,隣接立木落とし)330

万円をかけて行い,町が930万円を負担し地元負担

はゼロになった。地区の概要については図2を参

照されたい。
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図2 竜洋町駒場蟹新田地区の概要
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利用集積後の新たな耕作者は,M採種場(豊田

町の種苗会社でキャベツの採取とケール(青汁)

の葉の生産,12aを借地,その北側を1ha借りた

い意向だった。株式会社形態の農業生産法人,社

長が農業者で出資し,社員は労働従事で要件を満

たした)1.3ha,YKさん(袋井市の農家で以前か

らやみ小作していた4.5haの利用権設定受け。さら

に20～30ha,1ブロック3～4haを借りたい意向),

YMさん(20年前から地元農家2戸からやみ小作

して白ネギ24aを栽培している磐田市の認定農業

者。浅井戸を掘っているため移動したくないとし

て,同所で利用権設定受け),後述する「すんえん

農場」2.4ha,残り1.3haは地元農家9戸の自作で

ある。同地区内に既存の砂利採取地1.1haが入り,

以上を合計すれば11haになる。

(4)すんえん農場

すんえん農場は構成員3名の有限会社形態の農

業生産法人。出資金300万円の1/10はすんえん運輸

株式会社が出資している。すんえん運輸は静岡鉄

道を親会社として50数年前に設立され,富士川か

ら浜松までの間を主な業務エリアとし,現在は荷

の5割は農産物である。売上額は30億円強,正社員

260名。

結論からいって,運輸会社が農業に乗り出すに

当たっては,三者の思惑の一致があった。

第一は,竜洋町で,遊休地を復旧にするにあた

っての耕作者の確保である。

第二は,会社の主要荷主の一つである遠州中央

農協で,同農協管内は白ネギの産地として知られ

るが,担い手不足や価格低迷下で白ネギ畑の荒地

化もみられるなかで,白ネギ産地の維持と折から

の経済事業改革の一環として,農家が泥付きネギ

を搬入できる最新設備を装備した4ha規模の新集

荷場を建設した。それまではすんえん運輸の敷地

4,500坪で行っていた集荷の場が一挙に拡大した

わけである。農協はこの新集荷場に一般企業の経

営手法を導入するため,運営をすんえん運輸に委

託したい意向だった。

第三に,会社側としても農業が低迷するなかで

荷の確保が困難になることに強い危機感をもって
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いた。エアサスペンション付きの大型予冷車を相

当台数装備した会社としては,荷の確保のために

農業生産に乗り出そうかと考えていたところに農

協と役場の両方から話がもちかけられたわけであ

る。新集荷場の建設で白ネギ生産も10a二人で313

時間かかったものが60時間に短縮されるというこ

とで,これならいけそうという判断だった。

会社としては5年間の収益試算を付して親会社

の意向をきいたが,親会社としては果たして農業

に進出して採算が採れるのをかかなり慎重に検討

した模様である。設立にあたっては,農協OB(農

家)一名が240万円を出資し取締役となり,さらに

地元農家もう一名(同社の社員でもある)が出資

しているが,現場作業は農協OB氏と別の雇用者
一名(定年退職者)で行い

,忙しい時はパートを

入れている。

2.4haの露地の白ネギ栽培に取り組んでいるが,

耕転は農家に委託,植え付け,堀取り等の機械作

業は農協に委託し,農場としての取り組みは管理

作業のみである。雑草防除が大変と言うことであ

る・臭化メチルの除草剤を利用する計画だったが,

禁止されたために「草に翻弄されたが,良い除草

剤が開発されたので省力化された」という。

実は農協が受託した機械作業はすんえん運輸に

再委託している。すんえん運輸は農業法人設立や

新集荷場運営と並行して農作業受託まで始めたわ

けである(機械は農協所有)。主として12月から4

月までの作業だが,パート110名を雇用して受託し

ている。

なお,すんえん農場は,豊田町で12a,磐田市

で20aを借りて他の雇用者によりエビイモ,白ネ

ギの栽培している。

農場は初年度は黒字だったが,2003年度は売上

げ800万円,営業損失127万円,税引き後損失131

万円を出している。排水不良のところに長雨で根

腐れを起こしたことが主たる原因で,今後は排水

改善に努める計画だが,2004年度も黒字にもって

いくのは厳しいとしている。赤字の現状では認定

農業者になることもできない。当初は運賃で稼げ

ればよいという考えもあったが,今はとにかく黒
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字を出さないと話にならないということで,農協

ともいろいろ相談し,夏場は機械があくので北海

道で農業することまで検討している。

前述のように親会社に5年間の収支計算を提出

しているが,その際に累積赤字が3,000万円になっ

たら撤退することにしている。その場合には10年

間の利用権設定の残り期間については白ネギは栽

培せず,小作料を払って草を生やさないように管

理作業を行うとしている。そうなれば農協が直接

に農業生産法人を立ち上げるしかない。

他方,軌道に乗れば拡大も考えており,現に他

の農協からも「うちでもやってくれ」という要望

が出ているということである。農地法が改正され,

構造改革特区でなくても株式会社が直接に農地を

借りることができるようになった場合には,株式

会社として100%出資して経営したいとしている。

以上からしてすんえん農場は,白ネギ生産の現

場管理部門として設立されたといってよく,親会

社のすんえん運輸が本業である農産物輸送量の確

保のために,農協の集荷場の運営,農業の機械作

業受託など,多角的な農業部門への進出の一環と

して位置づけたものといえる。親会社が出資し,

事実じょう経営管理している農業生産法人だが,

親会社の株式会社の農業進出の意図は極めて明確

で,農業と輸送業のコラボレーションであり,か

つ多角的な農業進出の一環としては簡単に撤退は

できないだろう。しかしながら株式会社としては

経営収支に厳しくならざるをえず,撤退条件も予

め決めている。その点が農家や農業法人一般と異

なるところだが,そうならないためにも復旧農地

の排水改善等に地元としてもなお十分な協力が必

要である。

3菊川町－土地改良と茶業協業法人化

(1)地域の概況

菊川町の茶園のピークは昭和50年代の1,370ha,

2000年には1,275haで,その減り方は少ない方であ

る。傾斜度別には平坦地が45%,10度以下が27%,

10～15度が17%で,約1,000haに乗用型摘採機が入

る。そのような比較的恵まれた条件が茶園面積の

減少を押さえているといえる(7)。

茶農家は1,200～1,300戸,平均面積は76aで,

2ha以上は1割,最大面積は7haである。生葉部

会が17あり76戸が参加しているが,生葉売りは少

なく,多くが茶農協に参加しているといえる。一

次構,二次構の小笠農業経済圏整備事業で集落ご

とに作られた茶農協が,32あるが,既に解散手続

きしたのが1工場(2～3戸が継続したかったが,

うち1戸が工場を買い取り,白図自製化で,残り

2戸は生葉販売に),ここ5年でさらに1工場,10

年たつと3工場が厳しいと農協はみている。茶農

協の構成員は60歳以上が51%,40～60歳が45%,

残り4%が40歳未満ということで高齢化が進んで

いる。専業33%,Ⅰ兼20%で主業農家が半分以上

を占めている。白図自製は54戸あるが,後継者が

いるのはその半分に過ぎない。

茶農協の設立と前後して菊川農協に茶業部が作

られ,仕上げ加工,販売を行うようになった。同

茶業部は,1992年に菊川・小笠・大城・浜岡農協

が合併してJA遠州夢咲となった際に芥菜振興セ

ンターに改組された。JA管内の茶農家は3,000

戸で,うち1,500～1,600戸が組合員である。管内

に大きな茶問屋はなく,販売が不利になるため,

農協茶業振興センターが生葉を買い取り,仕上加

工して東京・北陸・関西に直売している。しかし

現在はkg4,000円以上の高い茶は売れないという。

二番茶は伊右衛門,ヘルシア等のドリンク原料に

販売する。茶農家の半分は茶商売りで,残り半分

が農協売り。農協売りの60%は農協系統共販とな

り,40%は茶業センターで買い取り加工する。

(2)圃場整備事業への取り組み(担い手背成型)

圃場整備と法人の設立に関係するのは旧西方村

6集落のうちの田ヶ谷集落である。田ヶ谷は総戸

数120戸,うち農家40戸で,農家は全て茶農家であ

る。専業は4戸,農地を貸して離農したのが10戸

ほどおり,非農家にはアパート住民もいる。

土地改良のきっかけは,県と町が花卉団地構想

をたて,それにのった4名(一人は清水市,一人

は農協中央会出身)が土地を物色して,菊川町の

西端,掛川市に隣接した現在地に目をつけたこと
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である。彼らは農事組合法人・「ふるさと菊川」

(「ばららん花」とも名乗る。当時はバラの最盛期

で同法人は蘭などの施設栽培)を作ったが,現在

はブームが去り,不振である。

土地は西方財産区有が多いが,個人有もあった。

谷の多い傾斜地で,山林が半分,手開墾された茶

園や畑が半分で,「がまんや」「みちなしや」等の

地名もあるように,道路も狭く,行き止まりが多

い条件不利地だった。地権者は田ヶ谷の者27名で,

ばららん花への売却12名,代替地取得15名(茶11

名,野菜4名)に分かれた。隣接地に代替地をも

らいばららん花の敷地外に出た者は,この際に,

ばららん花の敷地とセットで代替地の圃場整備を

要求した。そこで田ヶ谷土地改良区を設立して,

1996～2003年度にかけて県営畑地帯総合整備事業

(担い手育成型)で受益面積25ha,区画整理11ha

の圃場整備に取り組んだ。補助率は国50%,県30%

である。

うち茶園造成面積は6.6haである。茶農家11戸は

担い手育成型の条件に合わせて1999年に「田ヶ谷

茶生産管理共同組合」を作り,共同育苗,定植の

うえ,防除,施肥の管理作業を返済期間の2016年

まで継続することになっている。県はやぶきた偏

重を是正するために「山の息吹」や「おくみどり」

等の多品種にしたが,販売面には難もある。
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(3)茶農協と農業法人化

旧西方村の6集落のうち,沢田と公文名(くも

んみょう)はそれぞれ茶農協をもち,残りの堀田,

田ヶ谷,島川,堀之内は4集落で山西茶農協を1967

年に設立した。しかし戸数が多すぎて製造能力が

追いつかないと言うことで,1978年に田ヶ谷のみ

が抜けて山西茶農協の名前を引き継ぎ,残りの集

落は新たに西方茶農協に改名した。南部造成で茶

園面積が増えたことがその背景にある。

山西茶農協の構成員は32名,茶園面積は33.1ha,

うち土地改良区に関わったのは10名,造成面積は

前述のように6.6haである。構成員のうち10名は既

に生葉を出荷しておらず,実組合員は22名,23ha

程度であり,さらにここ数年では実組合員は5～

10名程度に減るともされている。農協は120kg2ラ

インの製茶機を有するが,田ヶ谷造成が成園化す

ればパンクする。

土地改良によって関係茶農家の茶園面積はほぼ

倍増することになったが,土地改良は茶農協の再

編,いいかえれば担い手問題を随伴せざるをえな

かった。しかし茶農協の再編,あるいは土地改良

関係10戸での法人化はいずれも無理だった。とも

に40歳前後の後継者をもつ農家2戸の理解が得ら

れなかったからである。

表6 グリーンライフ沢本の構成員(年齢)と農業

このようななかで3戸協業の法人化にたどり着

いたわけだが,構成員については表6の通りであ

る。まずYさんとOさんは家も近く,田ヶ谷造成

でも配分が隣り同士だった(A,B,Cの3ブロ

ックのなかのAブロック)。しかし造成で面積が倍

増したため,夫婦でこなすには妻の負担が過大に

なる。AブロックのうちYさんは1.3ha,Oさんは

0.9haだが,残り0.4haは2人が借地し,2000年か

らAブロック全体を2戸4名協業(「グリーンライ

フ沢本」と命名)でこなしていた。しかし茶の農

閑期対策としてOさんはレタス栽培,Yさんは牛

肥育30頭に取り組んでおり,Yさんの方が時間が

あって作業が一方に偏り,それをOさんからカネ

で精算してもらうのも差し障りがあるという問題

が生じた。

そこにSさんが,親の高齢化から早期退職して
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農業Uターンすることになり,同級生のYさんに

教えを請うことになり,その様子をみた農協中央

会職員が「いっそのこと3人で法人化したらどう

か」と持ちかけ,2003年2月に農業生産法人・有

限会社「グリークライフ沢本」の設立になった。

当初は受託組織でいくか,会社組織にするか迷っ

たが,農地を保有できる組織にしたいということ

で会社組織にした。

現在は8.5haを経営している。うち自作が5.37ha

(全て法人に利用権設定),以前からの借地が

1.7ha(うちYさんとOさんが各70a,地主は全て

田ヶ谷の人である),2004年に入ってからの借地が

1.5haである。田ヶ谷造成の0.8haは世帯主の死亡,

南部造成の0.7haは世帯主の死亡と高齢化による

もので,地主は全て田ヶ谷の人である。小作料は

田ヶ谷造成3.5万円,南部造成2.0万円。土地改良

の償還金は地主が負担し,防霜ファンの取り付け

も地主である。

複合作目の牛やレタスはこれまで通り各戸で行

う。朝礼で段取りをつけるが,作業の分担は後述

する荒茶加工期を除きしていない。しかし3人は

伸が良く,協業は自他ともにうまくいっていると

いう評価である。手刈りだと乱れも出て,やはり

機械化できないと協業は難しいというのが当事者

の結果論である。

YさんとOさんの妻,Sさんの両親を茶期には

時給1,000円,それ以外は700円で臨時雇用する。

社員3名の報酬は役員報酬のみとし,役員報酬総

額は計画では1,500万円,2003年度の決算書では

1,000万円になっている。この総額を過去5年の生

葉代金の割合で分ける。結果的に面積割りに近く

なるが(報酬の地代化),法人としては,10年かけ

て借地で10ha規模に拡大するなかで,報酬も均等

化していく計画である。所有面積は違っても労働

は同じという面を重視したいというわけである。

2003年度の収支は(表3),売上額2,217万円,

役務収益(後述)143万円,売上げ原価1,190万円,

管理費等1,076万円で,営業収益は95万円,税引き

利益は127万円である。

以上の法人化の結果については,Sさんの両親

は「組織を作ってくれたので,息子が家にいてく

れる」と喜んでいる。法人化のきっかけは女性の

負担軽減だったが,それも実現でき,ゆっくり休

めるようになった。農家の長男は村の役が多いが,

それも他のメンバーに託して出かけられるように

なった。

Yさんが法人化に取り組む当初の理由には息子

が跡を継ぐかも知れないことがあったが,現在は

メンバーの家から後継者が出ることは考えていな

い。

問題は茶農協あるいは集落農業との関係である。

前述のように当面は山西茶農協はそのまま存続す

ることになった。そこで法改正により可能になっ

たので法人も茶農協に参加し,3名の出資金は若

干返してもらい,法人とYさんが農協の理事にな

った。たまたまYさんに茶師の番が回ってきた時

の腕前の良さから,Yさんが専属的に張り付いた

方が荒茶の品質が安定するということになり,Y

さんが工場長になった。茶師は役員7名(みんな

Yさんより年上だが,うち2人は40歳の後継者を

もつ)と臨時雇用4名(60代なかばが多く,時給

は2,000円)の12名がなり,2人組で8時間交替で

行う。それまではメンバーが交替で出ていた茶師

を担い手農家に絞り込んだ点は,他の茶農協再編

と同様の産地再編である。Yさんが茶農協に茶師

として出る時は,茶園の方はOさん夫婦,Sさん,

Yさん妻でこなす。乗用型2台を男性が運転し,

女性が運搬に回る。

要するに山西茶農協は残して,茶農協として生

葉を確保しつつ,グリーンライフ沢本の3戸協業

で省力化を果たし,Yさんを茶農協の工場長に張

り付かせることを可能にし,茶の摘採と荒茶加工

の分業体制を作ることで,当面の茶農協(工場)

の存続を支えたわけである。

(4)課題

しかし,茶農協における高齢化等の現状からし

て,JA遠州中央は沢田・山西・西方の合併を期

待している。山西も前述のように将来的には施設

が不足し,拡大が必要になる。そういうなかでグ

リーンライフ沢本としては,自分たちの10haで茶
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工場をもつことは考えおらず,将来的には茶農協

を吸収して地域の生葉を集めて加工したい意向で

ある。

県と農協中央会のパンフレットでは,専門家の

経営診断として「茶農協所有の製茶工場の運営ま

でを一貫して同法人が引き受けるというものであ

るが,法人経営が堅調に推移することと,茶農協

を構成している他の農家との合意形成が必要」と

するとともに,「近隣の茶農協方式による製茶工

場にも範囲を拡大するということも視野に入れて

いくことが地域全体の茶業経営の方向を位置づけ

るものであることも忘れてはならない」としてい

る。

この指摘の通りである。①後継者のいる2戸を

どう位置づけるか。グリーンライフ沢本としては

一緒にやればよいと考えているが
,外部からみる

と,40代と50代という世代差が気になる。かとい

って彼らをたんなる生葉供給者の地位に落とすこ

ともできないだろう。②グリーンライフ沢本が茶

工場を買い取るとしても,その資金確保は大変で

ある。山西だけでなく他の工場も,となるとより

大変になり,また新規に荒茶加工ラインを導入す

れば億単位の投資になる。それに対して,先に紹

介したグリーンライフ沢本の収支はあまりにささ

やかで,メンバーの報酬は併せて1,000万円。先の

大東町の法人の水準にも遠く及ばない。そのうえ

内部留保で資本蓄積しようとすれば,経営拡大は

必須である。

このように課題は遠大だが,ここでの実践の意

義は,県内のその他の産地の再編が茶農協(工場)

の再編(集落規模の農事組合法人から旧村規模の

有限会社へ,それに伴い構成員全員が茶師を努め

る体制から少数が茶師と茶工場経営を担う方式

へ)という形をとるのに対して(8),グリーンライ

フ沢本は,まず茶園での協業を先行させ,そのう

えでいわば「下から」荒茶加工(茶工場)を再編

しようとする産地再編の新しいパターンを提起し

ている。

21

おわりに

以上,同じ中遠地域にあって,各町の農業は等

しく高齢化や担い手不足という日本農業一般に共

通する問題を抱えていた。そのなかで大東町や大

須賀町は,一次構,二次構を契機として形成され

た稲作の集落ぐるみ協業集団が役員や出役者の不

足から再編,再再編を余儀なくされていた。また

太平洋岸の町々は等しく遊休地の発生に悩まされ,

その復旧対策に取り組んできたが,復旧農地を耕

作する者を確保するのは困難な問題だった。茶業

地域においても集落基盤の農事組合法人形態の茶

農協の荒茶加工工場は出荷メンバーの減少や茶師

不足に当面していた。

これらの問題の解決は,個別経営を前提とした

農地流動化という従来型構造政策のみによっては

解決できない問題だった。担い手の確保や彼らへ

の農地の流動化・集積を果たす上でも,いま一つ,

農業者の協業組織化に取り組まざるをえなかった。

しかも今日の協業組織は,それが農地集積や農産

物販売等の法的主体となろうとすれば,従来の任

意組織では果たせず,法人形態を採らざるをえな

かった。ここに「地域に根ざした農業者の共同体」

としての農業生産法人の今日的意義がある。

ただし法人の具体的な有り様は地域の実状に即

して様々だった。大東町や大須賀町の水稲協業集

団の再編としての法人もそれぞれ独特だった。旧

村1農場を誇る大規模農場制農業を体現しながら,

企業経営化の点ではなお成熟余地を残している大

東農産,「定年から始めた法人」をうそぶきつつ意

外にしたたかな佐東ファーム,50代サラリーマン

への交替が予定されている「神社を守る法人」と

しての三熊野ファーム。それぞれが集落基盤の水

稲協業集団を歴史的出自として,そのメンバーの

多くが地権者化するなかで,地権者としての「む

ら」の「愛着とエゴ」(高飯米価格と資産管理的低

地代)に支えられた法人であり,自由な競争社会
一般における法人ではない

。それは法人の強みで

もあり,弱みだともいえる。

竜洋町のすんえん農場は,事実上,株式会社が

経営する法人といえる。とはいえその株式会社は
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農産物運搬という「地域に根ざした」企業であり,

その農業進出は地域にとって歓迎されるものだっ

た。今日騒がれている農地の所有権取得を目的と

する株式会社の農業進出とは全く異質なものであ

る。とはいえ営利企業である以上,もうからなけ

れば撤退するのは当然であり,その場合には農地

はふたたび地域に戻されることになる。今日の農

業継続条件の厳しさをそういう形で明確にするも

のともいえる。その意味では農家だけでは耕作で

きないから企業を呼び込もうという安易な姿勢で

は課題解決にはならないことを示しているといえ

る。

グリーンライフ沢本は,集落基盤の農事組合法

人形態の茶工場を旧村基盤の有限会社形態のそれ

に再編する県下の多くの茶業法人と異なり,生葉

生産自体の協業法人化を実現した点でユニークで

あり,かつそれが既存の茶工場経営を支え,ゆく

ゆくは買い取りも考えている点に地域農業再編の

担い手としての位置づけもある。

以上の稲作,畑作,茶業の各作目を比較した場

合,稲作法人にあっては,相対的に高い役員報酬

を確保している法人もあるが,それが転作助成金

やとも補償,そして相対的に高い米価での地権者

への飯米販売に支えられていることが分かった。

そのような政策的・地域的な支えのない畑作や茶

業では収益条件は厳しく,役員報酬を抑えたり,

赤字をまぬがれなかった。稲作法人も含めて企業

損益は役員報酬で調節されているともいえる。こ

のような状況では「定年後法人」は可能でも,法

人経営のスムーズな継承は展望できない。

かくして法人化はゴールではなく,より厳しい

収益条件のクリアに向けての一歩である。
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