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酪農学園大学酪農学部教授　市川　治

Ⅰ

法人化の意義と課題

1今日の農業生産法人化の課題

1962年の農業生産法人制度が制定されて40年余

を経過した現在,新しい動向がみられる。その特

徴は,新しい法人諸形態の形成・登場である。そ

の担い手・構成員・労働主体からみると従来の農

民に加えて,農協の職員,市民,地方自治体の職

員などが主体になるものが生まれている。法人の

出資という点でも,農業者の出資に加えて,関係

農協,市町村自治体・行政,民間会社,非農家・

市民等が参加・出資するものが生まれている 注1)。

また,法人の組織形態についても,従来の1戸1

法人から数戸1法人,生産組織営農集団の法人,

さらに集落ぐるみの法人・集落営農法人(地域連

携型法人)なども生まれてきている。農業生産法

人組織形態も様々で,従来の農事組合法人と有限

会社等の会社法人に加えて,最近株式会社法人も

容認されており,その数も増加しつつある。これ

らの動向のなかで,これからの農業・農地活用の

担い手として注目されるのは,地域農業(農地活

用)を担う法人ということができる。そのひとつ

は,集落営農型の法人と農地や農作業を受託し経

営展開をする農協や自治体出資型法人,加工・付

加価値生産も行う法人であると考えている。

こうした視点から最近調査研究をしているが,

現状では,様々な問題・課題があると考えられる。

とくに,経営的に厳しいところは,存続が厳しい

と考えられる。この点では,優良事例としては,

酪農・畜産部門を中心とした多角型法人が多いと

考えられる。これに対して,稲作・畑作(果樹)

部門を中心としている法人は農産物の低価格傾向

のもとで展開が容易でないと考える。

このように考えるが,まだ新しい法人の形成過

程やそこでの問題・課題の解明が進んでいない。

全国的な優良事例の考察からこれを学ぶ必要があ

ると考える。

すなわち今農業生産法人の展開の可能性と方向

を検討することは,政策上や農業生産の担い手,さ

らに農業経営の発展・企業的な展開としても重要な

テーマである。その一つの理由としては,現在食

料・農業・農村政策審議会で進められている「基本

計画」の見直し,その一環である担い手・農地制度

の見直しにおいて「集落営農の組織化と農業経営の

法人化」が重点課題の一つになっていること,また

この4月に本格的にスタートした米政策改革の正

否が,農協系統による実行組合を軸にした集落ぐる

みの営農の組織化・法人化活動にかかっていること

等々の政策動向に対応するものである。

このような政策動向のなかで,経営経済的な展

開としての企業的な経営が農業生産の新たな担い

手として,どのような位置と役割をもっているの

か。そのように展開することが地域の営農を存続

させていくものなのか,とくに,地域の農業,集

落を基礎にする営農を誰が担うのかという問いに

答えるひとつとして,集落営農を担う法人(集落

型農場法人)があり,その展開が重要であると考

えられる 注2)。

このような認識から,地域農業のなかで法人,

とくに集落ぐるみの営農法人がどのように形成さ

れ,どのような位置と役割を持っているのか。そ

の意義と限界について,実態・事例調査をもとに

考察するものである。
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2多様な担い手のひとつとしての農業生産法人

の位置と役割

これまで様々な問題があり,その前進が容易で

なかったが,最近,法人経営の規模拡大や収益の

向上などに大きな改善・前進が果たされている。

なによりも,経営・経済的にみると農家よりも高

い売上・「所得」を上げている。道庁の道内全法人

調査資料をみると,回答した1,218法人の1法人当

たりの売上高は約1.47億円(特に多角経営法人の

売上高は高く,2.48億円)で,その「所得」も優

良な法人では専従者・構成員1人当たり六百数十

万円になっている。このように法人の売上高は高

く,法人の売上高のシェアでは,総農家の粗生産

額比率で20%を越えている地域・市町村も生まれ

てきている。それだけ大きな位置と役割を占めつ

つある。また,新たな市民参加型法人や地方自治

体・農協・民間会社等の出資法人や株式会社形態

の法人の形成が進んでいる。こうしてこれからも

法人の増加の傾向が続くと予想される。というの

は,農家で後継者がいないというのが半分近くあ

るなかで,法人の構成員がいないというのは少な

い。加えて,各種の調査で若者農業者の法人化を

願うものが相当に上っている。さらに,国の最も

重要な担い手として位置付けられている認定農業

者のなかにも,地域の農業生産法人の大部分が位

置付けられている。しかも,法人を推進する施策,

特に国の柱である「食料・農業・農村基本法」に

よる基本計画でも位置付けられているからである。

こうして,当初の計画・目標よりは少ない法人の

形成・拡大であるが,着実に増大している。

即ちこの結果,1995年当時と比較すると,当時

4,150法人(農家戸数比0.1%)から今日では全国

で約1.7倍の約7千法人になっている。農家が減少

するなかで,法人は着実に増加し,農家との比較

で,戸数比率0.2%強,面積比率2.7%(法人面積

129,475ha),「販売額のシェアで10%」ほどとなっ

ている 注3)。また,農業生産法人の最も多い北海

道では,当時以後増加を続け,1995年農業生産法

人1,559法人(総農家戸数比1.9%),構成法人経営

耕地57,936ha(総農家面積比4.8%)から400法人

が増加し,2003年には1,978法人となり,当時より

比率が増大し,今日総農家戸数比率2.9%,経営耕

地面積比率約6%(法人面積68,804ha),構成員・

労働力と売上高比率で20%近くにもなろうとして

いる。こういう点を考えると,日本農業・農地の

有効利用の担い手のひとつとして法人は無くては

ならない存在になってきているといえる。

3法人の拡大・展開の課題と条件

これまでみたように農業生産法人は日本農業の

中心的な地域で増加し,その占める位置と役割を

増大させており,新たな政策にも位置付けられ前

途有望と現段階ではいえる。しかし,農業の内外

情勢や農業自体の国の位置付けなどが全般的に厳

しく,法人の展開で最も大切な経済基盤が必ずし

も十分でなく,それと関連する担い手労働力,特

に雇用労働力に適切な賃金と労働条件が保証でき

ないなどの問題がある。例えば,北海道の法人で

も就業・労働,給与条件が悪い,定休日なども明

確でなく,長時間労働なども依然余儀なくされて

おり,労働力(雇用)の不足などの問題を抱えて

いる法人が多い。加えて,規模拡大に伴い,大規

模畜産経営では家畜の糞尿「過剰」・環境問題の発

生や獲得した農地の分散化が進み非効率になるな

どの問題を引き起こしている。これらの問題を解

決していくことは容易でないが,解決していくた

めの地域的な支援システムの形成が依然として重

要である。農業・畜産は地域の循環システムのな

かに存在しており,それを担う法人も農家も重要

な構成要素になっている。したがって,地域農業

全体の発展のなかに法人の発展があり,法人と農

家は対立や競合するものでなく,共存・並進的な

発展をさせていかなければならない。さらに,農

業・畜産において環境問題が発生しているもとで

は,地域循環システムのなかに法人を位置付ける

ことは,ひとり法人や農家のためというよりは,

国民ひとりひとりのためということでもある。今

日の段階においても,法人の拡大・発展をさらに

追求し,日本農業の担い手のひとっとして展開さ

せていくためには,このようなシステムの形成の
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進展が是非とも必要であると考える 注4)。

4検討課題

これまでみたような課題があるが,再度強調す

ると,新しい法人の形成過程やそこでの問題・課

題の解明が,注目される新しい事例がそれほど多

くないことも関連して,進んでいないように思わ

れる。しかし,全国的に注目される事例も最近増

加してきているので,地域農業・農地の有効利用

のためには,全国的な優良事例の考察から地域農

業の担い手としての法人組織,とくに集落ぐるみ

の法人形成のあり方を学ぶ必要があると考える。

この形成の教訓・方法と課題を明確にすることが,

さらに法人の存在意義と展開の可能性を明らかに

していくこと,それが前進していくことにつなが

ると考えられる。

以上のような認識から,本報告では,地域農業

の担い手としての農業生産法人,とりわけ地域・

集落ぐるみで農業・地域資源を有効活用・維持展

開している,最近注目されている集落営農法人を

対象に,その形成要因と展開条件・可能性を明ら

かにすることを課題としている。

【注釈】
注1)全国農業会議所「民間企業等の農業法人への出資
状況等の事例調査事業報告書」(平成14年・15年度)
で新しい法人形態の動向について考察しているので
参照されたい。

注2)集落営農組織・集落営農法人の重要性,及び実態
調査分析例としては,長濱健一郎「農業構造問題と
集落営農組織」(『土地と農業NO.34』全国農地保有
合理化協会7～32頁),及び玉城哲「農村共同社会
の経済構造」『農業経済研究』(第49巻第4号,1978

年)吉岡徹『集落営農組織の成立と展開』(日本の
農業221農政調査委員会2002年)などを参照した。

注3)全国農業会議所「民間企業等の農業法人への出資
状況等の事例調査事業報告書」(平14年度)134頁の

高橋正郎報告を引用・参照。
注4)地域に展開する農業の支援システムとして,農業
生産法人も支援する農作業受託組織としてのコン
トラクター等の法人組織の意義を明確にしたもの
として,次のような報告・論文が参考になる。拙稿
「外部組織を活用した大規模専業化」(デイリーマ
ン2004.1)「地域農業支援システムの役割」保志・

堀口等編『現代資本主義と農業再編の課題』

(1995.5 253～278頁)など。

Ⅱ農業生産法人の展開の現段階

今日,日本・北海道農業の担い手(農地の活用

と保全主体)として農業生産法人の果たす役割は,

益々増大してきている。しかし,農業生産法人の

農業の担い手としての役割,及び農業経営発展と

しての農業生産法人の意義,現段階的な把握とそ

の評価は必ずしも,これまで十分とはいえない。

とくに,最近の10年間の考察は十分でないと考え

られる。本報告では,このような認識から農業の

担い手としての農業生産法人,具体的な統計的な

把握・分析対象として道内の農業生産法人を主な

対象に,これまでの農業生産法人の展開の到達点・

これまでの展開経過を概観することにする 注1)。

1法人展開の画期と特徴

まず,これまでの展開を歴史的・概括的に整理

すると,全国・北海道の農業生産法人の展開は,

大きく3期に分けられる。そこで,それぞれの期

の法人展開の特徴を整理することにする(表1,

表2,図1)。

(1)第1期(1962年～1975年):第1次農業生産

法人形成の増加・成長期－基本法農政の展開

1961年農業基本法農政が開始され,そのなかに

法人経営の創設・形成の萌芽が示される。そして

その翌年に農地法・農協法等が改正され,はじめ

て農業生産法人が農地の所有・利用と農業経営が

できるという制度的枠組みが確立した。これによ

って農家の法人化・農業生産法人化が進み,表1

にみるような急激な法人の形成・増加となる。こ

の期は,法人の形成・増大期ということができる。

農業生産法人制度成立当初の法人の成立契機は,

税金問題(税金への不満から)であったといわれる。

これを契機に農業部門での法人化運動が全国的に

広がり,1962年に農業生産法人の法制度が整備さ

れ,農家・家族経営の法人化が可能となり,急速

に農業生産法人が設立された。このことは,1965

年までに全国で1,295法人,北海道でも法制度成立

時には50数法人が形成され,3年後の1965年には

236もの法人が設立されたことに示される(表1)。



26

表1 農業生産法人数の推移

表2 地域別農業生産法人数の推移
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図1 全国・北海道農業生産法人の推移

つまり,法人は農家と異なり,高い売上高・粗収

入を上げても必要経費(研修費・保険料など)が

認められ,しかも赤字の繰越や専従者給与が控除

され,全体として農家よりは税の軽減ができると

いう税対策面での有利性があった。さらに制度融

資や資金確保が容易であるということも考えられ

る。

(2)第2期(1976年～1992年):法人形成の停滞

期－総合農政・市場主義農政・経済構造調整期

1970年代に入り,農業生産が内外圧力により農

産物の「過剰」が深刻になる。この打開策として

市場原理の導入による市場競争の激化で純利益の

拡大が困難化する。とくに,これまでの選択的拡

大品目の価格・生産額の停滞は,その分野での法

人化を鈍化させ,農業生産法人を解散・中止する

ものが増加することにより減少させることになる。

このことから,全国,及び道の法人形成の停滞期

ということができる。この期には農産物貿易の自

由化や食生活の変化に伴い,日本の農産物供給「過

剰」問題が発生し,食用米の第一次生産調整政策

にみられるような減反対策がとられる。加えて,

農業全体に対する「過保護」攻撃などを背景に,

大規模農業経営・法人も大きな影響を受ける。こ

れらによる農業経営悪化などの原因により,法人

は,3,200をピークに減少する。北海道でも1977

年1,451をピークに一時減少に転化した。しかし,

その後経営環境の改善に伴い,1985年頃を底に

徐々に回復する。この間の特徴は,諸制度の変化

により,法人設立の意義が後退する。例えば,農

家の青色申告の採用によって専従者給与が税控除

の対象にできる等である。逆に,法人の場合には,

転作奨励金が一時所得になり税対象になることや,

構成員後継者でも生前－括贈与税の特例は受けら

れないなどの問題が明らかになる。

(3)第3期(1993年～):第2次法人形成の増

加・成長期－新政策・WTO体制・新農業基本法

農政下での法人形成の促進期

1992年の新政策,93年の関連三法の制定や94年

農政審の答申,WTO協定批准,さらに99年食料・

農業・農村基本法の制定による新農政のスター

ト・経営政策での組織経営体・法人の推進と支援

により,93年頃から急速な法人形成・増大が続い

ている。つまり,この期は全国,及び道の農業生

産法人の形成の増加・第二の増加・成長期という

ことができる。それは,国の農業政策のひとつの

柱として施策の推進対象に法人が位置付けられ,
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1995年4,000台から2000年5,900台へと増大する。

各地方でも,全般的な増加傾向を示している(表

2)。道内でも,道政による農業生産法人の育成指

針にみられるような推進政策により,ぼぼ同じよ

うに増加・拡大していることに示される。すなわ

ちこの期の特徴は,1990年代に入り農業生産法人

制度の改正等の規制緩和による,事業・規模拡大

が容易になる。国による資金融資枠の拡大などか

ら新しい部門の増設も容易になり,その部門への

新規就農者の参入も可能になるなどが明確になっ

たことである。

さらに,今日は,第4期ともいえる,新たな制

度制定と改正が行われ,新しい法人の形成が続い

ている 注2)。新農業基本法の制定から基本計画の

策定,そしてその見直し,2001年には農地法の改

正により農業生産法人制度の「改正」が実施され,

株式会社の導入が容認された。また農協や行政・

民間会社からの出資も認めるなどにより事業や経

営規模拡大が容易になり,多角化・規模拡大をめ

ざす農家・家族経営が次々に法人を結成し,法人

数が増大することになったのである。特に,新設

された農業生産法人の組織形態として株式会社が

2004年現在全国で70法人,道内では9法人となり,

増加傾向を示している。

2法人の到達点・位置と課題

地方別の形成状況は表2でみたとおりであるが,

このなかで最も法人形成の進んでいる北海道を対

象に具体的にみてみることにする。即ち北海道に

おける,比較的法人形成が進んでいる市町村を選

定し,市町村別法人の特徴を明らかにする。これ

を通じて,現在の農業生産法人の,北海道や日本

の農業・地域農業に占める役割と位置を明確にし

ていくことにする。

(1)農家のなかに占める割合

拙稿より 注3),この間の農業生産法人の形成・

増加傾向と,最近の法人の道農業に占める位置を

具体的に道内を対象に考察する。選定した集計市

町村(12市町村)での農業生産法人の増減や農業

に占める比重を要約すると,法人数は全戸数比で

1995年5%であつたが,2000年5.7%と高まってい

る。また経営耕地に占める法人耕地面積の割合を

とると,経営耕地面積比率で95年18.4%であった

が,2000年22.6%となっている。さらに,農業就

業人口に占める法人構成員数の割合をとると,

1995年12%,2000年11%ということになる。これ

に4人程度の常雇が加わると法人の労働力・農業

就業人口は全体の20%近くの比率になる。

(2)粗生産額に占める法人売上高の割合

また,農業生産法人の比重が相対的に高いのは

経営耕地面積シェア,及び農業粗生産額・産生額

に占める売上高比率である。集計市町村全体の農

業粗生産額に占める法人の売上高の割合は,95年

18.7%から2000年22.1%に増加しており,粗生産

額に占める比率は20%強の高い比率を示している。

全体として,この5年間で法人の占める位置が

増加しているとみられる。法人は,道内の代表的

な12市町村全体との比率で,耕地面積と売上高,

さらに農業就業人口比率で20%程度を占めている。

この間の増加の中心的な役割を果たしているのが,

法人組織形態別では有限会社法人である。また,

作目別・経営形態別には酪農・畜産生産法人の増

加であると考えられる(前掲表1)。

こうしてこの間,特に北海道農業に占める位置

としては,粗生産額に占める法人の売上額も大き

く,1法人当りの売上高は平均14,670万円であり,

それは「農業生産所得統計」の1999年の1農家当

りの粗生産額1,780万円の実に約7.5倍になってい

る。ただし,1労働力当たりの売上高比較では2.6

倍程度である(拙稿によれば,構成員と常雇を合

算し1法人当り7.6人,つまり法人の1労働力当り

売上高1,930万円,1農家の農業就業人口2.4人,

つまり1農家労働力当り743万円より算出した)。

とりわけ,最近多角経営法人が道内農業で大き

な位置と役割を果たしつつある。その具体的な数

量を明確にするデータはない。つまり,酪畑混同

法人では加工品の製造・販売や,レストラン,体

験農業等を含む観光事業を行なっているものがあ

る。例えば,H牧場,U酪農生産組合法人,Tフ

ァームなどの法人がこれに該当する。また,畑作・
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野菜生産を中心とする多角経営法人でジュースや

漬物等の加工品,レストラン,観光などを行なっ

ているものがある。さらに,稲作を含む多角経営

法人でも産直販売や加工品の販売などを行なって

いるものが多数出現してきている。それらの法人

は,道法人のなかでも最も高い売上高(約2.5億円)

や構成員3.7人,常雇5.9人,実習生3.1人を擁して

おり,地域のなかで注目される多角経営となって

いる。これらは,高い売上高と利益を獲得してい

るだけでなく,様々な部門を擁しているがゆえに,

若者・青年が魅力を感じて容易に就職・参入して

くるものと考えられる。それによって,益々従来

とは異なる,本来的な企業的な経営へと展開しつ

つあるとみられるのである。

(3)法人化への課題

まだ営農集団・集落が法人化していない例とし

ては,網走の第26営農集団がある。この26団は,

約30年間,構成農家(個別経営)の展開を共同に

よって補完し,生産性を高め個別農家の農業所得

を拡大してきたものである。これは,あくまでも

個別経営権を確保した上での共同化の例である。

つまり,そこには農家毎の経営主の権限があり経

営判断が個別でできる権限が付与されている。こ

のような個別農家の経営権を守ろうとする営農集

団・構成農家が依然多いと考える。もちろん,26

集団も絶えず法人化の検討がされており,今後の

農地等の財産の継承,雇用の導入,新たな事業の

展開等を契機に法人化へ踏み出す可能性はあると

考える 注4)。これらが法人化することになれば,

地域営農集団・集落ぐるみの法人化ということに

なる。というのは,これは集落の大部分を包含し

たものであるからである。

3法人の類型的展開と課題

これまでの分析のとおり,北海道の農業生産法

人は厳しい経営環境のもとで,その位置と役割を

増大させ,法人の企業化も着実に進展させてきて

いる。しかし,一方では休業法人も約5%ほどあ

り,加えて年々約30法人(この10年間の平均)は

中止,あるいは解散している。ここには様々な問

題があり,法人が今後展開していくには幾つかの

課題があることを示している。このようなことは,

全国の法人でもいえることである。

そこで,これまでの法人の展開を類型化より,

この課題と分析対象を明確にしていく。これまで

の展開を要約すると次のようにいえる。

(1)法人形成・展開の類型化

日本の農業生産法人の形成を参加農家主体の側

面から類型化すると次のようにいえる。

1)農家の法人化・1戸1法人・数戸1法人

2)機能集団(営農集団)の法人化

①数戸が集まって法人を作る……数戸1法人

②生産組織…………………………数戸1法人

③農協等の営農部会の法人化……数戸1法人

3)集落・営農集団の法人化

①1集落(営農集団・実行組合)の法人化

②2集落以上の旧村単位の法人化(場合によ

っては機能集団も含まれる。また,市民・企

業も参加)

これ以外,最近では集落や農家を越えて,市民

が参加しての法人,市民参加型法人も形成されて

きている。これは,市町村の中の市民が法人を作

るというものである。さらに,行政側からの構造

改革特区の設置から企業の主体によって作られる

法人も形成されつつある。ここでは,とりわけ地

域農業の展開にとって重要である集落営農型法

人 注5)を対象に検討することにする。

(2)集落営農法人の類型化事例の特徴

1)1部参加の集落営農型法人

集落の大半の参加を求め,1部参加の集落営農

法人

2)大半参加の自主+農協支援型法人……道内

西上経営組合,緑豊農場法人(心和)

集落の大部分が参加しての法人

3)数集落参加の自主+農協+行政主導法人…
…静岡県大東町大東農産

1990年代以降の法人形成,行政がかなりの力を

入れて営農法人を形成しつつある。

4)自主+行政主導型集落営農法人……「広島

県の集落営農法人」
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1集落ないし数集落参加した集落営農法人の形

成が進んでいる,全国の代表が広島県の集落営農

法人ということができる。一般に特定農業法人が

対象になるが,全国でその数は210法人で,広島県

は55法人(現在57法人,県の集落農場型農業生産

法人では62法人)で全国の27%を占めているとい

われる注5)。この他,京都等で集落型法人の形成

が進んでいる。

以上のような位置づけの集落営農型法人の実態

分析・広島県の事例等の分析から,その形成上の

意義と問題点と今後の展開上の課題を明確にし,

今後の集落営農型法人を考えていくことにする。

【注釈】
注1)拙稿「北海道における農業生産法人の現段階と課

題」『北海道農業経済研究』第11巻第2号(北海道

農業経済学会2004.1)をもとに補正と加筆をした
ものである。この他,拙稿「北海道における酪農法

人の現状と展開条件」『畜産情勢研究事業報告書』

(中央畜産会・全国農林統計協会連合会平成14年3

月)も参照されたい。

注2)大泉一貫「農業法人化の意義と可能性およびその

限界」『農業と経済2004.12臨時増刊号』では,拙稿
と同様に画期を3期に分けて検討しているが,拙稿

の停滞期は想定していない。

注3)注1)の拙稿論文

注4)網走の26営農集団についての検討は,私を含め,

様々な報告・論文でなされているが,依然として法

人化は実現していない。

注5)村竹義人「自治体による集落型法人化の推進」『農

業と経済2004.12臨時増刊号』,及び西村武司「集落

営農の法人化に関する解説」金沢・高橋・稲本編『地

域営農の展開とマネジメント』(農林統計協会

2003)を参照。

Ⅲ集落営農型法人の特徴と課題

1集落営農法人の統計的な把握と対象事例の類

型化

(1)集落営農法人の統計的な把握

集落営農組織が法人化した「集落営農法人」が

全国でどの位あるか。これを推計すると次のよう

にいえよう。

集落営農法人は,統計上は特定農業法人の認定

を受けているものを指し,全国で210法人ある。内

訳は,北海道5,東北16,関東2,北陸45,東海

6,近畿16,中四国112,九州8となっている 注1)。

これでは中四国が一番多いが,このうちの55法人

(2004年現在57法人)が広島県にある。そういう

意味では,広島県は,集落営農法人が最も多い県

ということができる。広島県が独自の規定をして

いる集落農場型農業生産法人として認定している

のは,他に5法人ある 注2)。

また別の統計によれば,全国の営農組織は9,961

あり,このうちの5.4%,538が法人化されている

という 注3)。これによると,地方別では,集落営

農法人が多いのは,北陸で118法人があり,ついで

東海の101法人,そして中四国の90法人,北海道で

も56法人となっている。このように,各地域で集

落の大半が参加して,集落の農家の合意のもとで,

集落内の農地を中心とする地域資源を利用・管理

するものとして,集落営農法人が形成されてきて

いるとみられる。

(2)集落営農法人の類型化と事例の位置

これらの集落営農法人も類型化ができる。ひと

つは,集落の1部が参加した集落営農法人である。

ついで,集落の大部分の農家が参加した集落営農

法人であり,集落の全農家が参加した集落営農法

人である。さらに,1集落から数集落へと連携し

た・結びついた集落営農法人－数集落営農法人,

旧村単位の集落営農法人等に分類される。これは,

経営として存立可能な,集積する経営耕地規模・

集団農地規模,及びに事業規模に規定されている

と考えられる。

これらを踏まえて,大半が参加した集落営農法

人と集落単位の集落営農法人,さらに数集落によ

る広域的な集落営農法人の事例分析から今後の集

落営農法人展開の可能性と展開上の課題を明確に

していきたいと考える。

2 1集落を基礎とした集落営農法人－道内の集

落営農法人の特徴

はじめに

集落の大半が参加した,集落ぐるみの農用地利

用協定を結ぶことが厳しい道内でも,最近特定農
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業法人が5つ成立している。その第1号が1997年

に愛別町で生まれた協和農産(有限会社法人)と

伏古生産組合(農事組合法人)である。以後,2001

年に栗山町の有限会社法人粒里,2003年上富良野

町の有限会社会社興農社,浜頓別町の有限会社法

人拓進ファームが順次形成されている。いずれも,

地区の農用地利用改善組合(改善事業実施組合),

特定農用地利用規程を認定し,地区内農用地の半

分以上を特定農業法人へ利用集積することを目標

にして成立している。この法人のなかで,経営耕

地面積が少ないものも二つあるが,残りの三つは

目標面積の半分以上を持っている。作業受託面積

を含めると全法人が半分以上を集積し集落内農地

の有効利用を行っており,構成員以外に常雇や臨

時雇を雇用しての経営を行っている。集落内の農

用地(水稲や転作作物の作付け)や乳用牛(飼養・

搾乳)を活用・管理し,構成員の労働報酬・所得

を確保している。4事例は,いずれも水田地域の

特定農業法人で作業受託面積を含めて100haを超

える経営規模であり,経営体として成立できる面

積をもち法人経営を行っているとみられる。最近

できた拓進ファームは,構成員7人で集落内の農

地375.3haを借地し,全体の485.9haの経営耕地を

もち,大規模酪農経営法人として展開している。

これらの法人は,集落の半分の農用地を借地や

作業受託し,経営を行う集落営農法人ということ

ができる。道内では,この他特定農業法人ではな

いが,今日集落営農組織の法人化としての集落営

農法人が50法人ほどある。このなかで古くから形

成・展開しているものもある。その代表が,いま

全国的にも注目されている鹿追町の農事組合法人

西上経営組合である。

(1)集落の大半が参加した集落営農法人－西上

経営組合(農事組合法人)

西上経営組合は,集落の大半が参加した,道内

でも最も古くから集落ぐるみで形成された法人で

ある。従って,道内・全国で経営耕地規模が最も

大きい畑作経営・農事組合法人であると思われる。

この特徴を予め要約すると次のようにいえる。

ひとつは,厳しい自然・立地条件のもとで農事
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組合法人を結成し,共同の力でこれを克服しつつ

あること。この法人のみでは,輪作体系が十分組

みえなくなるなかで他の経営との交換耕作や,農

協所有地の離農跡地の借地による有効利用を行い,

新たな土地利用方式を確立してきていること。さ

らに,農業内外の諸条件に対し機敏な対応で新し

い作目を導入し,最近では,観光部門や加工販売

部門,さらに別会社を設立(吸収)し経営の安定

化を図ってきたこと。そして,経営の管理・事務

処理に簿記の記帳やパソコンを導入し,しかもそ

れを構成員の多くの人が利用できるようにして来

たことなどである。

(2)西上経営組合の位置と成立契機

西上経営組合は,現在北海道の畑作地帯十勝平

野の北,鹿追町の市街地の北西,車で20分ほどの

上幌内地区にある。この組合・構成員がいた西上

幌内集落は,従来戦前・戦後の開拓入植者で70戸

ほどの農家が農業経営を行っていた。しかし,こ

の地域は,十勝岳の麓で標高360mの所に位置して

おり,作物生産期間の積算温度が2,100℃程度であ

る。大豆が丸くならない,馬鈴薯がようやく作れ

るという夏季冷涼な畑作・穀物栽培の限界地的な

所であり,しかも72年頃には馬耕から機械化に移

行したが,近代化に伴う投資へのためらいなども

あって,幾度かの冷湿害,凶作に見舞われ,離農

が続出した。その結果,高度成長が終った頃には

農家が一桁しか残っていない状態になった。

こうしたことから,残った農家は農業で生きて

いく道を模索し,清野・菊池氏らを中心に鹿追町

農協組合長(当時上村氏)の離農跡地の有効利用

による経営の建てなおし及び種子馬鈴薯栽培の引

き受け,更に農協が建設したヘイキューブ工場へ

の牧草供給計画を集団を形成し担ってもらいたい

という要請・指導を受けて,集落・地区内の大部

分の7戸の仲間が結集して1974年11月に農事組合

法人を結成することにしたのである 注4)。

(3)経営的成果(到達点)

1)経営的努力の跡

1975年からスタートした西上経営組合・農事組

合法人は,上幌内集落の農家による構成組合員の
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農地と,農協から預かった81.9ha(約80ha)をあ

わせて357haにヘイキュ-ブ工場への供給用の牧

草と種子馬鈴薯の50haを作付した(80年では牧草

283ha,馬鈴薯46.5ha,蕎麦52.5haである)。しか

し,80年にはヘイキューブ工場がオイルショック

による燃料高騰と輸入飼料の圧力で閉鎖を余儀な

くされる。これに対して,81年から隣接の公共牧

場への牧草・サイレージ原料としての牧草261ha,

及び馬鈴薯44.3ha,蕎麦60.8ha,小麦23.1ha,金

時豆などの作付を行なうことに転換した。そして,

83年からは,労働力調整と経営の安定化・収益の

向上のために野菜・キャベツ1.5ha,てん菜20ha,

小豆を導入し,以後野菜は品目数を含めて増大す

る。こうして,1995年には,馬鈴薯59.6ha,小麦

89.3ha,ビート39.7ha,ソバ13.5ha,観光農園7

ha,キャベツ9.2haを含む野菜52.7ha,牧草80.2ha

等計354haとなり,今日2003年では,野菜が減り,

代わってソバ25.5haビート46ha,牧草112.4haが増

加し,総耕地面積も増加し370.3haとなっている

(表3)。このような展開のなかでの具体的な経

営努力は次のような点である。

①他の経営との交換耕作

1973～74年から他の畑作物など多品目作るよう

になったことから,牧草への種子薯5～6年輪作

が不十分になり周辺の酪農家の飼料作付地との交

換耕作を開始する。はじめは付き合いという意味

であったという。が,その効果が,例えば町内の

交換耕作地とそうでない耕地と比較すると,交換

耕作地の方が10a当りてん菜で900kg,デントコー

ンで1,200kg,小豆で30～50kg,馬鈴薯で120kgの

増加があるなどの成果が明確になるにつれて,経

営の柱に位置付けられるようになる。この交換耕

作地面積は,5ha～10haであり,これと農協所有

地の80ha(2000年以降,今日2003年まで100ha余り)

を経営に取り入れた。その結果,西上経営組合で

は,圃場の作付方式を馬鈴薯－小麦－小麦－てん

菜－野菜(牧草)－牧草－牧草(馬鈴薯)－馬鈴

薯(小麦)というように定式化できるようになっ

た。このことは,連作障害回避に大きな役割を果

たしていると考えられる 注5)。

表3 集落営農法人の事例1
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②野菜等の新しい作目の導入

従来の馬鈴薯(牧草・蕎麦)中心的な経営に,

状況の変化に対応して新たな作目・野菜,てん菜,

小豆等を導入し,機敏な経営努力を実践している。

とくに野菜は,年々作付面積を拡大(73年の1.5ha

から85年には7.5ha,88年27.9ha,1993年には49ha,

95年52.7ha)し,品目数も増してきている。これ

らの野菜は,自然条件に合致した高原野菜として

帯広市場に出荷され好評を博しているようである。

その結果,その粗収入に占める割合も83年280万

円・2%から88年4,500万円・21.5%(2003年現在

4,928万円・19.4%)にまで増大させている。野菜

は,これをピーク,やや後退しているが,大きな

役割を果たしている。

③経営管理・会計処理者の育成

構成員が正確に経営が把握できるようにという

意味から,簿記の資格を4人に獲得させ,会計記

帳に力を入れている。しかも記帳計算にパソコン

を導入し経営診断に努めている。このことは経理

に明るい人を育成しているだけでなく,経営を足

元から見極め経営の発展のための合理的な経営管

理を可能にしていると思われる。

④種薯の栽培管理の徹底

種薯に病気が発生しないように,あるいは病気

が発生しても最小限度に抑えられる栽培管理を徹

底して行っている。具体的にはひとつの種薯から

取れる株(1株を30ｇ検討にしている)をひとつ

の塊(全部で12株)に植え,一定の間隔・1株を

あけ次の塊(12株)を植える。これによって作付

面積は耕地面積の84%程度となっているが,大型

機械が使用しやすく,病気が隣の塊に飛び火しに

くくしている。また,種薯の病気発見のために年

間十数回の抜き取り作業を行なっている。12株の

塊のなかで病気の株があると金塊を抜き取る。こ

のような作業を徹底して行なうことによって,先

の交換耕作による輪作体系の確立とあいまって,

防疫検査で不合格のものはひとつもないという状

況を作っている 注6)。
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2)具体的な経営的成果

①単収の上位安定化

この15年間総作付面積には大きな変化はないが,
10a当たりの単収は上記のような経営的努力・土

地利用方式の確立によって上昇安定化している。

そのことは,この経営の柱である種薯の10a当り

の収量が2,000kg～2,300kg台に安定的に維持して

いること,また,蕎麦や豆類,野菜は道平均単収

よりも高い水準を維持していること,特にキャベ

ツ等の野菜は88～95年頃まで好成績を残している

ことなどに示される(その後,価格の低迷などで

キャベツの作付けは中止している)。

②一人当りの農業所得は道平均の2倍強

この法人の一世帯当りと専従者一人当たりの農

業所得(混合所得)を算出すると,88年では,経

営成果が天候不順等で良好ではなかったが,それ

ぞれ676万円,470万円となっている(1989年では,

それぞれ716万円,501万円(月給で23万円),それ

は,2003年ではそれぞれ1,502万円,約816万円と

なっている)。1世帯,1人当りの農業所得は道平

均の2倍強にあたり,周辺の労働者の賃金水準を上

回っている。これは年々の粗収入・収益の増大・

安定化と当期純利益の増大によるものである。こ

れを形成した要因は,上記のような経営的努力,

生産費の削減・経費の節減,高単収の結果である。

③経営の安全性の向上

10a当たりの単収の上位安定化,新たな作物の

導入,肥培・栽培管理の強化,交換耕作などの経

営間協力によって10a当たりの所得の拡大,全体

としての年々の純利益の拡大などによって,経営

の安全性の指標の改善が進んでいる。そのことは

自己資本比率は78年の4.8%が89年には29.3%,当

座比率は4.0%から97%,固定比率も14.5%から

63.2%へと上昇させている。今日2003年現在,そ

れはさらに,自己資本比率37%,当座比率122%(流

動比率146%),固定比率114%となっていることな

どに示される。そして,全体としての財産総額も

8,900万円から16,000万円,そして今日では3億円,

資本金4,669万円へと拡大している(表3－1)。
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表3-1 西上経営組合の財務分析

(4)常雇経営としての展開

農業生産法人の労働力を確保する形態でもっと

も多いのが,構成員・社員労働力では規模拡大や

新しい部門の新設に対応できずに,常雇と臨時雇

を雇用しているものである。鹿追町の西上経営組

合法人がこの代表である。

この法人では,先にみたように野菜部門の拡大

や,苺・観光部門の新設などによって臨時雇,さ

らに常雇を拡大している。この法人は,道内で最

も大規模な土地利用型農業を展開する畑作・野

菜・観光という複合経営法人である。

83年から,労働力調整と経営の安定化・収益の

向上のために野菜・キャベツ,てん菜20ha,小豆

などを導入し,以後野菜は品目数を含めて増大す

る。この野菜導入が雇用拡大する契機となってい

る。即ち,労働集約的な野菜を83年頃から導入し,

一層雇用労働が必要となった。この野菜は年々作

付面積を拡大し,品目数も増大させており,自然

条件に合致した高原野菜として帯広市場に出荷さ

れ,93年5,930万円・24%にまで増大させている。

83年は野菜面積も少なかったので臨時雇を中心に

雇用していたが,80年後半頃から常雇化していく

ことになる。さらに1991年頃からは,イチゴを中

心とするもぎ取り,体験農業などの観光農業を開

始し,その後観光施設・店舗・飲食・販売店や体

験農場も設置し,観光への展開をしてきている。

ここへの都市消費者の参加も相当数に上っている

(1993年には粗収入約2,400万円・9.7%,2003年

現在では5,919万円18.5%になっている)。この部

門の新設が第二の雇用拡大につながっている。こ

のほか,経営管理・会計処理の臨時雇から常雇化

してきている。現在,この法人を担う労働力は構

成員8名,常雇10名・臨時雇を含めて47名となっ

ている。

(5)今後の課題と展開

西上経営組合は,これまでみたような経営的努

力以外に,古材料や旧施設の有効利用,組合員が

整備士の資格などをとり農業機械の故障等の整備

を適時に行い,機械の耐用年数をのばし経営費の

節減に努めている。

しかし,経営の発展にとっての問題点もある。

たとえば,各人への所得は労働所得的要素を拡大

しているが,一戸当りの所有地の違い(多い世帯

で55ha,少ない世帯で12ha)による各世帯に支払

われる賃借料の違いが一世帯あたりの収入の格差

を生むことや,野菜面積・収益の比重の増大は,

価格の変動・単価の低下などから経営の安定性を

崩すことに繋がる。結果として,野菜作付けを中

止した。しかし,その分他の観光農業への労働の

拡大による労働強化が続く。このことは,一人当

たりの労働時間が84年1,800時間から88年2,300時間

へと増加していることに示されている(その後,こ

の労働強化の緩和のために雇用を拡大している)。

以上のような問題点もあるが,農業内外の厳し

い生産環境のもとで,農業経営として生き残って

いくための諸努力を,法人経営といえども行って

いる。つまり,西上経営組合のように大規模な共

同・法人経営といえども,このような努力がなけ

れば経営としての安定的な再生産が出来ないとい

う現実があるように思われる。すなわち,幾多の

経営的努力が法人経営の発展展開に結びつき,そ

のことがまた一人一人の所得を労働者賃金なみ,

あるいはそれ以上のものにしているのである。し

かし同時に,日本の労働者の労働時間が長いとい

う同じ問題を西上経営組合でも抱えている。さら

に,多くのパート労働者も雇用しており,これが
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安定的に雇用できないと経営の再生産が厳しいと

いう関係にもなっている。というのは,種薯の抜

き取り作業や観光等に多くをこの婦人パ-ト労働

者に依存しているからである(その労働費は3,000

万円から,2003年には5,800万円余かかっている)。

3広島県集落営農(農場型)法人の形成・展開

はじめに

集落営農法人の形成が最も進んでいるのが,広

島県である。広島県では,広島市等大都市以外の

全域の市町村で集落営農法人,県では集落農場型

農業生産法人が形成・展開している。この最も広

がりのある広島県の集落農場型法人・集落営農法

人の現状と問題点について,事例調査をふまえて

考察する。ここでは,行政・事業(導入)推進に

よる法人の形成という分類に属し,次のように整

理することができる。

ひとつは行政主導による単一集落ぐるみの集落

営農法人であり,もうひとつは数集落(集落を超

えた)による法人である。ここでは,前者が大部

分であり,数集落をもとにした集落営農法人も基

本は同一であると考え,この特徴を具体的な事例

より見ることにする(図2)。

(1)大半の二兼農家参加の集落営農法人

千代田町には,8つの集落農場型農業生産法人

がある。うち7つが1集落による集落農場型法人

である。このなかの代表のひとつとして,集落の

大半の農家が参加した集落農場型法人の農事組合

法人別所千防がある(表3)。

1)設立の動機

この法人の設立の契機は,1987年から別所予防

営農組合を設立し,作業機械の共同利用を行って

きたが,高齢化・担い手不足の進む中,更なる経

営の合理化を目指し2001年から集落ぐるみの検討

を重ね,当初参加しない農家に対しても機会(1

年間の猶予)を与えて設立したというものである。

2)経営の概要

名称は,農事組合法人別所千防であり,法人の

役員・構成員は30名(役員:代表理事1・理事6

名・監事2名・顧問3名)である。出資金は,

2,780,000円(設立時出資基準:15千円/持込面積

10a)となっており,8つの中では平均的なもの

である。

設立は,2002年12月11日(農業経営開始:2003

年度)で,2002年12月20日特定農業法人に認定さ

れている。

経営概要は,利用権設定面積20.2ha(水張り面

積17.1ha)で,主な作目としては,水稲10.9ha,

飼料作物5.5ha,トマト7aがあり,その他の事業

では産直市などを計画しており,このような産直

市設置計画などがひとつの特徴である。

この法人の設立に関連した主な活用事業は,

2002年度集落農場型農業生産法人育成ステップア

ップ事業,2002年度農地利用集積実践事業,2002

年度農地保有合理化事業,ほ場整備事業,団体営

ほ場整備事業(1977年度完了)国営農地再編整備

事業(1996年度完了)標準区画20aなどである。

また,集落内の二兼農家からの農地の借地によっ

て成立しているが,その地代は10a当り18,000円

である。また管理料は,畦畔10,000円/10a(水

管理料も含む)である。

オペレーターの賃金は,1時間当り1,250円であ

り,一般作業の賃金も同額で,役員報酬等は1ケ

月5,000円となっている。

3)経営内容の特徴

この法人は,構成員が役割分担し,オペレータ

ー及び一般作業に従事している 。また,国道261

号線沿いの立地条件を生かし,産直市の開設を計

画中である。各構成員の労働賃金は全て時間給と

し,作業内容による格差はなく一律である。

4)今後の課題

この法人には,一部参加しない農家がいるが,

これをどうするかということがひとつの課題であ

る。つまり,この地区内非参加農家をいかに加入

させるか,それを誘導していくことが課題である。

また,産直市の設置及び円滑な運営,農作物・

加工品等を作り安定的に供給できるようにするこ

とも,この法人の存続に大きく関連しているよう

に考えられる。さらに,法人として形成された経

理・会計管理もかなり繁雑であり,これを担う女
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性の事務担当の人が今一人いるが,さらに必要で

あるようである。

(2)1集落営農(農場型)法人

大朝町では,5つの集落農場型農業生産法人が

ある。そのうち3つが1集落による集落営農法人で

あり,広島県の集落農場型法人の典型である。この

代表として農事組合法人鳴滝農場がある(表4)。

1)設立の契機・動機

1984年に全戸参加による農業生産組合を発足さ

せた。そして転作での密源レンゲを活用し,同時

に集落内にある鳴滝の整備と温泉施設の誘致を図

り,地域の活性化を求めた都市農村交流事業を展

開する。これらの事業活動が評価されて,1991年

には農林水産大臣賞を受賞している。その後,高

齢化・担い手不足の進む中,更なる集落営農の発

展を目指して,この法人を設立したのである。

2)経営の概要

名称は農事組合法人鳴滝農場で,2000年12月21

日に設立した。この法人の構成員は,集落の農家

のほぼ全部が参加した19名であり,役員は代表理

事1,理事5名,監事2名である。

全員が277.5万円の出資をしているが,設立時出

資基準は15千円/持込面積10aで18名+温泉施設

代表の出資者があった。

経営耕地面積等は,利用権設定面積が19.5ha(水

張り面積15.6ha)で,主な作目としては,水稲

10.5ha大豆3.Ohaであり,その他の事業として集客

イベントも開催している。主な活用事業としては,

機械・施設の整備のために,2000年度集落営農経

営確立支援事業を導入している。利用権集積とし

ては,2000年度から農地保有合理化事業を導入し

ている。

図2 広島県の集落農場型生産法人
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表4 広島県大朝町における集落営農法人の事例

地代は18,000円/10aとなっており,管理料は,

畦畔7,000円/10a(水管理料7,000円/10aを含

む)である。

オペレーターの賃金は1,500円/時で,一般作業

では,1,100円/時である。役員報酬等は,代表理

事が200,000円/年となっている。合計で,1農家

当たり年100,000円となっている。

3)経営の特徴

法人経営外に自己経営(野菜等を作付け販売)

を持つ代表理事を中心としながら,2種兼業農家

も補完的にオペレーターを務めている。

この法人は,地区内温泉施設「おおあさ鳴滝露

天温泉(代表が組合の構成員として参画)」と提携

し,食材・PB米や大豆加工品を販売している。

温泉施設宿泊の集客力を高めるためのイベント

(新庄大花田植等)も開催している。

4)今後の課題

高齢者・女性層の余剰力を活用した高収益作物

(ブルーベリー等)の生産を検討している。また,

生産した大豆を活用した味噌・醤油等の加工販売を

行っている。これらの他に,今後一層の都市との交

流事業の展開をはかっていきたいと考えている。

(3)ふたつの集落営農法人の特徴

1)成立要因

①補助事業導入契機

これらの法人は,広島県のステップアップ事業

の新設による県の推進指導によって急速に増大し

たものである。それまでの自主的な集落営農法人

から学びつつ飛躍的な拡大を遂げた。この他に国

等の補助事業・基盤整備事業等を導入するという

ことも大きな契機になっている。

さらに,形成の動機付けとしては,県農業会議

の研修会(2001～2003年の間,年間9日間の研修)

が大きな役割を果たしているようである。加えて,

農地保有合理化事業・利用権の設定事業も大きく

関与している。

2)背景・基礎的要因

これらの法人の形成には,集落内の担い手が不

足や老齢化・劣弱化,そして過疎化の進行が背景

にある。また,集落内の農地を有効活用する,保

全することの大切さを真剣に考える,考えざる得

なくなっている。

3)展開の可能性と課題

①集落内農地の保全。

環境保全の一環として農地を利用管理すること
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は,経営的利益が得られなくとも補助,助成制度が

あれば存続できる。そのような環境保全・整備の一

環として農地の利用や農家の存続の可能性はある。

②法人としての経営成立・自立化の可能性?

調査したふたつの集落営農法人,農事組合法人

は,現段階のところ,雇用者を安全的に確保でき

る経営者としての経営者利潤を保障できるもので

はない。1人の担い手農業者の農業所得を保障す

るのも容易でない状況である。農地所有者を保全

する役割を果たしており,利用・経営者が経営再

生産ができない。つまり,いまのままでは,経営

耕地規模及び作目選択,さらに高い所有者への地

代還元(集落法人の地代は,周辺の地代より3,000

円以上高い)としての稲作主体の経営では経営的

展開は厳しいといわねばならない。存続するため

には,補助金なしで経営成果が年間を通じて上が

りうる規模と事業を展開しなければならない。稲

作であれば,(30～40ha),野菜の作付けや,加工

なども念頭に置いた事業展開が必要である。例え

ば10aあたり所得が3～4万円(この地域の平均)

とすれば,1,000万円の収益を上げるためには,30

数haが必要である。現段階の20ha水準であれば,

高収益作物,酪農畜産部門,加工部門などの導入

が是非とも必要となる。この地域では,その経験

が少ないので,本格的に開始するには,なお相当

な準備期間が必要である。あるいは,そこへの支

援も必要になってくる。

③今後の見通し

最近,形成された法人は,集落を超えた集落農

場型法人が相当生まれつつある。これは,推進方

向がこうしたものであると同時に,1集落では,

集落内経営耕地面積が20ha程度であり,法人の経

営的な成立が困難なためである。成立のための範

囲の拡大が進んでいるが,この先,さらに集落営

農法人が形成されるかといえば,容易ではない。

というのは,この形成による効果が必ずしも明確

でない(明確にできない)ということと,今後形

成しようとする集落では,リーダーが少ないとい

われるからである。だが,厳しさはあっても,も

う一段の形成を必要としていると思われる。

4広域地域・集落営農法人・大東農産

(1)形成背景

東海地方の集落営農組織は,約1,000ほどあり,

そのうちの10%ほどが法人化したといわれる 注7)。

東海のなかの静岡県でも全体で156法人が形成さ

れ,このうちの2法人が集落をベースにした法人

として形成されてきている。この集落営農法人の

代表のひとっとして,大東町の大東農産(農事組

合法人)がある。この町は,1964年の1次構で全

町構造改善事業を行ったモデル地域でもある。全

町構造改善事業が行われ,水稲協業組織が形成さ

れたことにより,これを主体としての地域ごとの

整備が行われ,転作対応が容易となっている。ま

た,この町は農工併進的な発展を遂げた町として

も有名であり,工業化も進んでいる。周辺に掛川

市,遠くは静岡市への通勤圏としても発展してき

ている(掛川市とは今年合併の予定)。このような

ことから,ここでも農業を担う人・若者が減少し,

誰が農業を担うかという議論が進んできた。この

ひとつとして1990年代から「やる気塾」が形成さ

れ,ここでもこれが形成され,担い手の育成・努

力がなされている。

このようなやる気塾が水稲団地の再編作業を行

い,1990年に再編方向が明らかになる。この水稲部

分を担うものとして法人を形成する動きも生まれ

てきた。この町では,このような集落をベースに

した法人が二つ形成され(表5),その代表として

大東農産がある。

(2)大東農産の形成

1)設立契機

大東町千浜地区でも,協業集団が設立されて30

年近く経過する中で,農業生産の担い手の高齢化

等による担い手不足,米価低下の中で協業経営が

行き詰まることになり,新たな方式が検討された。

つまり,1993年から,大東農産も入っている千浜

地区でも千浜水稲団地研究会を発足させ水稲団地

の再編方向の検討を重ねるうち,1998年には検討

作業が進み方向が出された。再編の方向としては,

千浜地区内の7集団(7集落)をひとつにし「千

浜地区水田農用地利用改善組合(団体)」を形成し,
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農地は農地保有合理化法人であるJA遠州夢咲く

を通じて,新規に設立した法人・大東農産へ利用

権設定をすることになった。大東農産は,特定農

業法人(1998年3月認可)となり,農地の利用管

理の担い手となるのである。

2)経営概要

この法人の名称は農事組合法人大東農産であり,

1998年3月に設立し,特定農業法人として認定さ

れた 注8)。

役員・構成員は,7名で,7集落(設立当初は,

総計391戸,うち農地の提供参加者167戸,作業委

託224戸)で構成されている。

出資金・資本金は,6人が出資しており,600

39

万円である。

経営内容としては,利用権設定面積は143.5ha

(うち転作面積45.3ha)であり,作付け作目は,

水稲90.3ha,小麦38.6ha,牧草14.5ha,菜種3.4ha

(今日では,転作対応として10ha)である。主な

活用事業としては,特定農業法人認定,農地保有

合理化事業がある。

提供されている水田の地代は,10a当たり1万

円である。構成員の役員報酬は,840～850万円で

ある。また,法人では社員男子(24才)一人を雇

用しており,その賃金は,年収360万円(税込み)

である。

表5 広域集落営農法人

表5-1 大東農産の財務分析
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3)経営内容の特徴

構成農家の提供農地は1戸当たり30aほどであ

り,これを法人に出している農家が167戸である。

他に委託農家がおり,これらによる143haほどの法

人経営を行っている。東海地方では最も経営耕地

面積の大きな経営体である。米の売上げは1998年

で1億1,161万円(総売上高1億1,633万円)から

2003年では1億839万円,小麦・牧草等を含めて総

売上高1億2,043万円となっている。当期純利益も

517万円から1,442万円にも上っているという高い

収益・純利益をあげている経営体である。

(3)広域的な集落営農法人の展開の可能性(方

向)

数集落が集まった法人として静岡県の大東農産

を取り上げた。この法人は,地域の農地を約170ha

ほど借地・利用し,6人の構成員・オペレーター

の労働報酬(賃金)には,地域の中小企業の同水

準以上の賃金を保障している。しかも,社会保険

や週休2日制等の労働条件もほぼ満たしており,

経営としても黒字決算をしている。2003年には,

純利益を含めて役員・構成員の1人当たり年間平

均の混合所得は約1,150万円に到達している(表5-

1)。また安全比率も非常に高いものになってい

る。このような経営成長がこの法人の存在条件と

なっている。文字通り企業的経営としてこの集落

営農法人は成立しているといえる。つまり集落営

農法人が存続できる有力なもうひとつの方法であ

る。

だが,問題点もあることはいうまでもない。こ

のような経営成果を上げながらも,従業員は1名

を雇用しているが,この法人を担う構成員の子弟

の担い手の確保はできていない。

【注釈】

注1)前掲西村武司「集落営農の法人化に関する解説」
を参照

注2)広島県の集落農場型農業生産法人は,集落法人設
立円滑化事業,集落法人経営確立事業,農地利用集

積実践事業を受け,特定農業法人による集積した農

地があることである。

注3)九州農政局生産経営流通部集落営農に関する研究

会「九州における集落営農の育成・法人化の推進方

向」(平成16年3月～12頁)を参照。

注4)朝日新聞社「農事組合法人・西上経営組合」『61

年度朝日農業賞』(1897.2 p.5～20),丸田(中

安)定子「第Ⅰ章農事組合法人西上経営組合」『農

業における共同経営の形成と法人化に関する研究』

(平成2年3月)等を参照。

注5)拙稿『畑地の計画的・集団利用への諸形態』(日

本の農業156,農政調査委員会1985.11)で,交換耕

作の意義と限界について整理したので参考にされ

たい。

注6)小倉武一「西上経営組合紀行」『日本農業は活き

残れるか(中)』(農文協1987.4 p.249～271)を参

照。

注7)前掲注3)の報告書を参照。

注8)この法人は,今日特定農業法人を再認定を中止し

ている。この法人についての考察としては,平野信

之「第4章東海地域における土地利用型法人経営」

『土地利用型法人経営の存在形態の地域性に関す

る研究』(2001年度酪農学園大学共同研究2002.7)

等を参照した。

Ⅳ 

今後の展望

農業生産法人の中に集落営農法人があり,年々

形成が進み2003年現在集落営農法人はが全国で約

210法人ある。そのうち広島県内で56法人(2004

年12月現在,県の集落農場型農業生産法人で61法

人)である。そういう意味では,集落営農法人の

大部分が広島県にある。その特徴は,集落内の農

地を適切に有効利用,管理(地域資源管理)する

ものである。その方法としては,集落内の構成農

家の出資と,経営参加の方法としては全員の参加

とオペレーター参加方式のふたつがある。また,

集落営農法人の経営耕地面積は約20ha程度となっ

ている。このことから,全員参加方式は,所有者・

地権者の農地保全を優先するものとなっており,

経営体としては成立が困難である。そのことは周

囲よりも地代が高く(10a当たり1.8万円),農地を

出しやすい(借地しやすい)ものにしており,作

業料金も高く設定している。しかし,その作業量

は少なく,専門的な参加者・労働者の年間所得を

確保することはできない。したがって,現段階で

は経営を主体的に担う人も雇用することはできな

い。また,経営・作業のオペレーター方式も稲作
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15ha前後,全体で20haでは作業量も少なく,地代

負担部分が高く,これだけでは十分な賃金は保障

できない。従って,この程度の規模の法人経営で

は現段階のオペレーター方式でも継続は困難とい

わねばならない。

これに対して,西上経営法人と静岡県の大東農

産は集落営農法人として,経営的にも成立してい

る(経営採算がとれている)。一方は,集落の大部

分が構成員となり,経営参加者となって経営を行

っているものであり,他方は,多数の利用権設定

構成員のうち6名(8名プラス臨時雇)が経営者

(オペレーターとしての担い手経営者)となって

経営を行うものである。

これらをまとめると,集落営農法人の成立要因

は,第一に経営耕地面積,及び事業が適切にあり,

参加,経営主体にほぼ対応している。

第二に,高い生産性を上げうる作物を作付けし,

高い収益・純利益を上げている。

第三に,農地を適切に集積・集団化をしており,

適切な担い手労働力がある。また適切な経営者・

リーダーが存在している。

第四に,流通販売が確立しており,行政や農協

等の支援も得ることができている。

西上経営においては,大東農産よりは作物生産

で厳しい条件であり制約されている。また参加人

数も多く厳しい環境のもとにあるが,観光部門や

加工部門も取り入れて年間就労ができる条件を整

備してきており,構成員の所得は周囲の農家以上

であり,すでに35年も継続している。このことか

ら,存続条件が確立しているとみられる。

以上のことから,農地を有効に利用・管理(地

域資源管理)する方法として形成される集落営農

法人の存続条件は,地域の条件によって必要度合

いが高まっていると考える。その成立条件・方法

にはふたつの道があると考える。しかし,将来的

な展望としては農業経営という点に引きつけるな

らば,経営体として存立が必要になる。とすれば,

その方法は参加経営者及び雇用者の労働所得を世

間並みに保障しなければならない。二つの事例は,

そのことを示していると考える。しかし,広島県

の二つの例も山間地に多い府県の集落では,現段

階で取り入れられるよい方法であると考える。い

ずれも,問題があるが集落の農地(耕地)を有効

活用・管理する方法として適切である。とくに,

広島県の方法はどこでも容易にとりうる方法であ

る。その場合,やはり相当な関係機関・団体の支

援が必要である。もちろん大東町の大東農産の成

立・展開にも大きな国費が投入されて,はじめて

成立・展開しているものであることはいうまでも

ない。これらはいずれも,今後の法人形成・展開

のひとつの大きな流れを示す例であり,活用され

るものであると考える。

【追記】

本稿作成のための調査及び資料収集に際しては,

次の方々のご協力とご支援をいただいた。広島県

農林振興センター担い手育成課・浦栃課長及び藤

本主任他関係者の方,また,大朝町産業課課長及

び清水係長等担当者の方々と農事組合法人鳴滝農

場の代表理事の方,千代田町産業課佐渡係長等担

当者の方々と農事組合法人別所予防の代表理事等

の方々,静岡県庁及び大東町役場の担当者の方々,

さらに大東農産の代表理事,理事の方々,北海道

庁農地調整課斉藤主査,農事組合法人西上経営組

合・組合長,竹俣営農部長他にご協力いただいた。

さらに広島県の集落農場型(営農)法人調査に際

しては全国農地保有合理化協会調査広報部若林桂

氏に同行していただいた。記してこれらの方々に

感謝の意を表する次第である。


