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はじめに－株式会社の農業参入－

株式会社の農地取得・農業参入は1990年代以降

の農政を通底する最大の論点の一つだった。そし

て今日では一定の条件付きではあるが、株式会社

の農地借入が認められ、残すのは所有権取得のみ

となった。その是非を巡る厳密な法的論議の影で、

農外企業の農業進出が多様な形態で展開している

のが現実であり、そのような実態を踏まえた制度

論に踏み込まないと議論が上滑りする可能性があ

る。本稿は、このような問題意識のもとに農外企

業の農業参入の実態を事例紹介しようとするもの

である。

本稿が重視するのは実態であるが、その前に制

度論議の変遷をいちおう踏まえておく必要がある

ので、以下、年表風に簡単にたどってみよう(1)。

①原点…1962年の農地法改正による農業生産法

人制度の発足に当たり、農林省は農林次官依命通

達で「株式会社は株式の自由譲渡性を本旨とする

ため、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度に

なじまず、かつ、農業生産法人の要件を欠くこと

になる危険に不断にさらされていることにかんが

み、農業生産法人含めないこととした」。

このように農地耕作者主義との関連で株式会社

は除かれたわけだが、70年改正では一定の規制緩

和がなされ、代わりに業務執行役員の規定が設け

られ、農地を提供し、かつ常時従事する構成員(農

作業に主して従事する者に限る)が過半数を占め

ることとされたが、80年改正では「農地を提供す

る」が外された。業務執行役員レベルでの農作業

常時従事の農地耕作者主義を貫こうとする姿勢が

とられたわけである。

②問題の発端…問題の口火を切ったのも農水省

だった。それは1992年の新政策という農業基本法

見直しの風潮のなかでなされた。すなわち「株式

会社一般に農地取得を認めることは投機及び資産

保有目的での農地取得を行うおそれがあることか

ら適当でないが、農業生産法人の一形態としての

株式会社については、農業・農村に及ぼす影響を

見極めつつ更に検討を行う必要がある」。

これに基づいて、1993年改正で、事業要件に「関

連事業(生産した農畜産物を原材料とする製造加

工等)」が加わり、構成員に合理化法人、農協とな

らんで、法人から農畜産物の供給を受ける個人等、

事業の円滑化に寄与する者(ライセンス契約する

種苗会社が含まれる)が入った。ただし農外者に

ついては1人1/10以下、併せて1/4以下、とされた。

個人の資格ではあれ、農外者が農業生産法人の

構成員になれるようになったことが、顧みれば、

農作業常時従事者のみに農地取得を認めた農地耕

作者主義が変質していく決定的な転換点になった

といえる。

③1990年代なかば以降の財界等の攻勢(農業生

産法人の要件緩和)…95年に経団連が法人の構成

員要件を食品産業会社等に拡大すべきとし、行革

委員会規制緩和小委員会の「株式会社の農業経営

へのかかわり方」の「幅広い検討」、97年に経団連

が、法人要件の緩和論と併せて、株式会社の農地

借入、購入を段階的に認めるべきとした。この段

階的容認論のステップは、後の構造改革特区等で

着々と実現しているとも言える。

これらを背景に97年から新基本法論議のなかで

株式会社論が検討されることになった。1998年の

その結論は「投機的な農地の取得や地域社会のつ

ながりを乱す懸念が少ないと考えられる形態、す

なわち、地縁的な関係をベースにし、耕作者が主

体である農業生産法人の一形態」としての「株式

会社が土地利用型農業の経営形態の一つとなる途

を開くこととすることが考えられる」。そして同年

の農政改革大綱は「地域に根ざした農業者の共同

体である農業生産法人の一形態としての株式会

社」を認めることとした。

これを受けて2001年の農地法改正で、農業生産

法人の抜本的な要件緩和、すなわち法人要件(株

式譲渡を取締役会の承認制にした株式会社)、事業

要件(関連産業を含む農業が売上高の過半であれ

ば可)、構成員要件(法人との継続的取引関係にあ

る個人・法人)、役員要件(農作業従事が過半の過

半すなわち1/4以上)の緩和がなされた。

株式会社という企業形態が農業生産法人の一形

態として認められたことは、①の原点からすれば
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衝撃的だが、農外企業の農業進出という点では、

②の農外者が農地を購入・借入できる農業生産法

人の構成員になれるようになったことが決定的だ

ろう。また業務執行役員のうち常時農作業者が1/4

以上であればよくなったことは、農作業従事役員

が議決の過半を占め得る可能性、業務執行役員レ

ベルにおける農地耕作者主義の可能性、のみを保

証するものでしかない。

この株式会社形態の農業生産法人が、本稿の第

2、3節で取りあげる事例である。今後はこの形

態が法人の主流になると思われる。

さらに2002年の農業法人投資円滑化法で農業投

資育成会社が議決権の1/2以下で農業生産法人の

構成員になれることとになり、また2003年に農業

経営基盤強化促進法で、認定農業者である農業生

産法人への出資を一般企業5割未満まで認めるこ

ととした(本稿の世羅農園の事例)。今日における

最も農業者らしい農業者である認定農業者経営へ

の5割未満出資は一般企業による支配可能性に大

きく途を拓くものである。

なお、会社法の改正により、有限会社の株式会

社への統合と、株式会社の設立時の最低資本金制

度が廃止されることになり、今後は株式会社形態

での農業生産法人が同法人の主流になると思われ

る。

④21世紀における株式会社の農地取得(構造改

革特区方式)…以上はあくまで農業生産法人とい

う枠内で、その衣を着た形での株式会社等の進出

であり、農業生産法人の魂としての農地耕作者主

義を突破することには限界があった。そこで農業

生産法人の枠外での株式会社の農地取得に途を開

くのが固有の21世紀型といえる。それが特区方式

である。

2002年の特区法は、耕作放棄地等が相当程度存

在する特区内において、業務執行役員のうち1人

以上の者が耕作又は養畜の事業に常時従事する農

業生産法人以外の法人が、地方公共団体等と事業

の適正かつ円滑な実施を確保するための協定を結

んだ場合に、農地法の特例として農地を借りるこ

とができるようにした。これは農業生産法人の農
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地耕作者主義を、業務執行役員要件については、

常時農業従事1/2以上を1人に後退させ、さらに

1/4以上が常時農作業従事でなければならないと

いう要件を外したものともいえる。しかし常時農

作業従事を問わなくなれば農地耕作者主義ではな

くなる。そこでむしろ農地耕作者主義との関連を

断ち切ったところで、別の条件(耕作放棄や市町

村との協定)を付しつつ、株式会社の農地取得に

途を拓いたわけである。これにより農地耕作者主

義それ自体は直接にとどめを刺されることはなか

ったが、そのらち外での農地制度の展開を許すこ

とになった。

そしてこの特区方式が、2005年の基盤法改正に

より、特定法人貸付事業の創設として特区以外で

も展開可能とされた。同時に10年以上の買い戻し

特約が効かないことをもって農地購入は斥けられ

た。

今後の攻防は、第一に、耕作放棄地が相当程度

存在するという地域条件を外し、さらには自治体

との協定も外して一般化すること、第二に、所有

権まで拡げること、の二点である。これにより株

式会社の農地取得は完結する。耕作放棄地が相当

程度存在するという地域要件があることが、農業

生産法人(農地耕作者主義)とそれ以外の併存を

許す唯一の根拠だった。すなわち耕作放棄の蔓延

は農地耕作者主義に基づく耕作者だけでは耕作し

きれないことを意味し、そこにそれ以外の者が立

ち入ることを拒否できないからである。

なお本稿では特区方式の事例は扱わないので、

他の紹介を参照されたい(2)。

表1に調査した法人の概要をまとめておいた。
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表1 農業法人の概要

第1節 有限会社形態での農業進出

1.朝日農研(長岡市越路町)

新潟県越路町は1集落1法人方式で知られる(4)。

農協の指導下に、団地転作の担い手作りから始ま

り、そのため全集落に集落営農の組織し、さらに

は集落営農の法人化が追求され、現在では11法人

がたちあげられている。朝日農研もその一つであ

るが、朝日集落に立地する朝日酒造の役員が出資

者の一人となり、同社との関わりが深い点では、

実質的に株式会社企業の農業進出の一経路になっ

ているともいえる。

朝日集落は町の中心部周辺に位置する。農家43

戸、非農家10数戸の集落だが、実際に農業してい

るのは6戸程度に過ぎず、集落の水田30haのうち

8割は朝日農研に集積されている。農家はいずれ

1～2戸に減ると見られている。朝日農研という

受け皿が存在することが離農を促進しているとい

える。

同集落では、現在の朝日農研の社長(47歳、以

下全て2005年現在の年齢)の父(73歳)が1976年

から朝日生産組合を作り、作業受託を行っていた。

当家は自作180aで、8haほどを組合の名前で借り、

主として転作受託していたが、実際の作業は父一

人でやっていた。この朝日生産組合が1990年に朝

日酒造の呼びかけで、有限会社形態の農業生産法

人になる。父はだいぶ悩んだが、農業の先行きが

見えないなかで「この際」と踏み切ったようであ

る。朝日農研移行後も現場の一切は彼が仕切るこ

ととしたが、社長にはもう一つの農家がなってい

る。

朝日酒造は天保年間に同集落の地主・平沢家が

「久保田屋」として創業した蔵元で、大正9年に

株式会社化している。現在は「久保田」の銘柄で

高名である。

設立に当たっては、もう一人の農家(社長)と

朝日酒造の当時の常務が個人として出資者になっ

ている。資本金は300万円である。常務は農家出身

の元銀行員で、法人設立時は朝日酒造の総務部長

であり、会社と農研のパイプ役となり、農研の販

売、人事、総務を兼任していた(農研からは無報

酬)。兼業農家であることから、設立は農業者3名

の出資によることになる。出資者になった農家は、

元配管工で、朝日農研が自前の農地が欲しかった

ところから、農研に農地を売却する代わりに「社

長」として雇われたというのが経緯である(社長

は1997年に現社長の父、実質的な創業者に交代)。

朝日酒造はもともと地元から原料米を調達して

おり、現在も年間12万俵の酒米を長岡市周辺から

調達している。朝日農研の設立趣旨には高品質酒

造好適米の栽培研究が掲げられているが、朝日農
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研は朝日酒造が技術開発した酒米の直営、技術指

導、集荷のための組織として位置づけられている

といえる。

従業員は、現社長(建設資材の販売会社勤務だ

った)が農研立ち上げと共に採用されたほか、47

歳(元農協職員、農協合併に伴い農研に、2haの

兼業)、45歳(元農協営農指導員)、37歳(元サラ

リーマンで、農研がスカウト)、32歳(土建業勤務

だったが、自ら志望)である。従業員は10月から

3月までは朝日酒造に出向させ、給与は農研が支

払い、朝日酒造から出向費をもらっている。時間

給にして2,300円程度の月給制で、月額30万円程度

である。

こうしてスタートしたが、当初の役員は2002～

2003年に相次いでリタイアし、2003年からは前社

長の長男が社長(事務担当)に就任している(給

与は月57万円でボーナスなし、年俸にして600万

円)。また従業員だった47歳が取締役に就任した

(現場担当)。もう一人の取締役は初代社長の息子

(朝日酒造の企画部長)が継ぐが、農研には実質

的に関与していない。朝日酒造と農研のパイプ役

を果たした元常務のリタイア後は、朝日酒造の現

常務が引き継いでパイプ役を果たしているが、農

研への出資はしておらず、農研のポストはもって

いない。要するに農研は二代目に代替わりして形

式的には朝日酒造から自立したといえる。

現状では40haの耕作、うち水稲35haであり、自

作地が10ha、小作地が30haである。法人としての

10haの所有は大きい。集落の内外で半分つつであ

る。棚田1.7haも購入したが、半分は中越大地震の

被害を受けた。最後の購入は2001年の1.1haで反当

100万円程度である。地元に買い手がおらず、当社

に持ち込まれるケースが多いということである。

この農地の購入は前述の朝日酒造常務の判断で行

い、法人としてはノータッチだった。購入資金は

朝日酒造からの借金であり、貸借対照表の長期借

入金は6億5400万円に及ぶ。資産の部の土地も6.3

億円にのぼるので、長期借入金のほとんどが土地

購入代金とみられ、バブル末期の高地価期の購入

と思われる。この借金は2001年当時のヒアリング
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では、「ある時払いで返している」ということだっ

たが、2004年度は2,000万円返している。

しかしこの面でも変化が起こった。今年0.7ha

購入する予定だが、それは反当200万円の農地を県

公社が購入済みのものである。この判断は農研に

よるものであり、資金も農研から出している。こ

れまでの方式は、企業が農業生産法人をダミーと

した農地取得という面を持たざるを得なかったが、

現在はそれはなくなったといえる。

借地が30haに及ぶが、うち構成員の所有が5ha

程度ある。朝日集落内の農地および朝日集落農家

が長岡市内に所有している農地の8割が農研にき

ている。最近では年1haくらいつづ借地が増えて

おり、今年も2ha増える予定である。小作料は10

a39,000円が基本だが、山付きの小区画圃場(7

ha程度)は2002年から20,000円に引き下げている。

小作料支払いの総額は1,200万円程度になる。

作業受託は育苗のみで、他は行っていない。

作付けは転作が7ha、うち大豆が4ha、自己保

全管理が3haである。後者は前述の中越地震の被

害水田を含む。転作大豆は農協に販売している。

枝豆も0.9ha作り、朝日酒造が得意先につまみ用と

して配布している。

水稲は、五百万石、たかね錦、千秋楽等の酒米

(千秋楽はうるち米だが酒米利用)が26ha程度、

残りがコシヒカリ、雪の精等のうるち米と加工用

米である。たかね錦と千秋楽は朝日酒造との契約

栽培米(24,000円程度)になり、農研としては600

俵程度になる。五百万石は一部は低タンパク質の

農協の特栽米「かぎろい米」として農協出荷する

が、その他は朝日酒造に販売する(18,000円程度)。

2004年度の生産米販売額は4,350万円である。

そのほか朝日農研としては、朝日酒造との契約

栽培米10,000俵を扱っている。農研がJA越後さ

んとうやJA長岡、集荷業者を通じて農家を集め、

朝日酒造とともに開発した技術を指導して作らせ

た米を購入し、朝日酒造に納入するものである。

2004年からは元県農試場長を技術顧問に迎え、指

導に当たって貰っている。販売米売上高は2.2億円

にのぼるが、商品仕入高は2.1億円弱で、農研のマ
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一ジン+技術料は1,400万円弱である。

朝日酒造自体が環境に極めて厳しい姿勢であり、

また越路町や農協も「ほたるの里」づくりに励ん

でおり、先の棚田の購入もそういう思想に基づく

ものである。この棚田は、1998年には「ふるさと

環境価値つくり100選」「ホタル飛び交うふるさと

いきものの里」に選定され、また合鴨農法にもと

りくみ、2002年には「エコファーマー」になった

が、鳥インフルエンザの発生後は万が一を考えて

合鴨利用は考えてやめている。

今後については、まず有限会社形態を株式会社

等に改める意向はない。農地はあと数反は購入す

るとしても、基本的に買う気はない。中越地震で

も売る人はいないという。経営規模は1人10ha、

計50haを目指す。前述のように環境保全型農業を

目指しており、棚田もあえて購入し、また合鴨農

法も行い、畦畔の除草剤使用も避けているため、

省力化には限界がある。また越路町は1集落1法

人方式を追求しているために、集落内をほとんど

固めきった朝日農研が他集落に打って出ることは、

農地購入を除けば限界があり、購入自体をやらな

いという以上は、大きな拡大は望めない。

前述のように当期純利益も1,600万円ほど出し

ているが、雑収入(農業補助金を含むと思われる)

1,000万円程度がかなりの部分を支えている。土地

購入代金の借入金返済は大きいが、朝日酒造との

間の内部融通に近い。事務所は依然として朝日酒

造内におかれており、販路は一部の食用米を除き

朝日酒造だが、人事・経営面での自立性はかつて

より高まっている。年間11～12万俵を使う朝日酒

造にすれば、朝日農研の生産米のウエイトはとる

に足らず、朝日農研の集荷分1万俵も1割に満た

ない。しかしトップ銘柄の「万寿」「千寿」等の原

料米を技術開発し、確かな原料を地元で確保して

いくうえでの橋頭堡としての役割は大きい。また

環境に優しい企業イメージを高める上でも、朝日

農研の環境に配慮した営農は高い宣伝効果をもっ

ている。

2.峰岸ファーム(岩手県平泉町)

岩手みなみ農協で調査している時に、花卉部会

副会長として紹介されたのが同ファームであり、

認定農業者になっている。同ファームは実態的に

は地元の丸正建設株式会社が立ちあげた農業生産

法人といえる。丸正建設は資本金7,000万円で1988

年に設立された公共事業主体の建設会社である。

正社員35名、臨時20名程度で、他に建設業一式と

産廃を扱う従業員5名程度の子会社を有する。受

注量はピークで12億円程度だったが、最近は7億

円水準に落ちている。公共事業は冬場が主で、春

から秋にかけては仕事がなくなるが、従業員を押

さえておかないといざというときに対応できない。

このような受注量減、夏場仕事の確保、それに伴

う雇用確保を主目的として建設業のりんどう栽培

への進出がなされたといえる。

りんどう栽培は、合併前の農協の指導を受けて

1996年に開始し、1999年に農業生産法人化した。

法人として立ちあげるに当たっては県農業会議等

の指導を仰いだが、丸正建設の社長(55歳)が農

家のあとつぎであり、要件をクリアするうえで問

題なかった。しかし社長が代表を務めるのはまず

いという判断で、妻(45歳)が社長になり、丸正

建設の従業員1名に出資者に加わってもらい、資

本金300万円でスタートした。実際の指図は建設会

社社長が「丸正グルール」会長として行い、社長

(妻)は事務部門を統括している。

法人名は、字名と自宅の屋号の両方が「峰岸」

であることに由来する。

経営面積は10ha。うちりんどうの露地栽培が3

haで、内訳は会長の所有田1ha、借地2haである。

水稲が7haで、内訳は法人自体の所有が0.5ha、会

長所有が2ha、借地が4.5haである。借地は近隣の

水田が多い。小作料は10a当たり35,000円だが、

ただもある。

りんどうは農協の花き生産部会に属し、妻がそ

の副部長を務める。部会員は112名だが、一関市が

多く、平泉町は10名弱に過ぎない。地元でも新興

産地である。役員研修では東日本花卉市場を視察

し、消費動向を見極めている。ただし県内でも西
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和賀農協がとりくんでいるような独自の品種開発

までは至っていない。農協共販は個選のプール計

算である。技術指導は普及センターが第一、先輩

農家が第二、農協は三番手で業者のそれはない。

品質向上と病害対策がポイントである。

水稲はりんどうより後からの取り組みだが、宮

城県古川市の農業生産法人「ヒーロー」の無農薬・

無化学肥料の有機栽培グループに加入し1haほど

追求している。収穫は1割減(6.5～7俵)で、

60kg22,000円である。

従業員は、58歳(元農協職員、丸正の作業員、

専務から子会社社長を経て、現在は峰岸ファーム

の営農部長)、50歳(中途採用)、18～20歳の若手

3名の計5名である。当初に会長とともにりんど

うを始めた者はその後りんどうで独立しており、

今の若手は将来の自立を考えさせている。

夏に丸正建設から出向いてくるのは、運転手、

土工、技術者で平均10名程度である。従業員のう

ち家で農業している人は夏場も食べていけるので、

そうでない人を優先的に回すようにしている。草

取りが主である。その他にシルバー銀行から5名

程度を入れている。技術者は丸正建設が給与を支

払い、丸正からファームに日単価での請求が来る。

普通の作業員はファームが支払い、日給6,000～

8,000円である。

販売額はりんどう3,000万円、水稲700万円であ

る。経営的にはやっと単年度黒字に転じたが、累

積赤字が若干残る。グループ全体としては、夏場

にかかるであろう建設部門の経費500万円がカバ
ーできることがポイントだとしている。

今後については、建設業は減ることはあっても

増えることはないとして、農業部門へのシフトを

狙い、20ha、1億円経営を当面の目標にしている。

経営の方向としてはりんどうの多品種化を図る。

通年雇用できるように越冬を考えて野菜の試作も

試みたが成功していない。1999年に農協の勧めで、

山林1haを開墾してキャベツ栽培を試みたが失敗

し、山に戻している。

当社は、りんどうは量的に個人でさばききれな

いということで農協出荷しているが、農協に対し
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ては注文が多い。まず農協の指導員がよく替わり

相談相手にならない。ホームセンターからの売り

込みもあり、業者はPRに何回も足を運んでくる

が、農協にはこちらから聞きに行かなければなら

ない。農協からの資材購入は20%程度である。農

協は大量仕入れの割には値引率が引く、とくに段

ボール箱が高い。米にしても「買ってやっている」

という意識のようだ、という。

峰岸ファームは、農家出自の建設会社(経営者)

が、公共事業の夏期閑期対策と受注減対策として、

農業経営に回帰してきたケースもいえる。建設会

社の従業員の夏期におけるファームでの就農を通

じる通年雇用化により雇用確保が図られており、

その効果は大きい。逆に峰岸ファームの冬季就業

確保の問題もある。建設部門の受注減もあり、そ

ちらに労働力を回すことはしていないようである

が、農業部門を拡大するほど、冬季就業問題が強

まろう。

また建設部門で得た原価管理意識等は農業の企

業的経営にも活かされていくことになろう。それ

に農協が対応できるかという問題が、農協サイド

にも跳ね返ってくる。

3.新福青果(宮崎県都城市)

都城市については第3節で紹介することとして、

ここでは同市における有限会社が農業生産法人と

して農業に参入した事例をとりあげる。前二つが、

有限会社形態での農業生産法人の立ち上げである

のに対して、新福青果は、既存の有限会社の農業

生産法人化という点が異なる。

社長・新福秀秋氏(現在53歳)は、1976年に名

古屋の化学メーカーから、農業をするために地元

にUターンした。実家は畑作と和牛の複合経営農

家で父母と農業をやることにした。78年に結婚し

て奥さんが加わる。畑が道路沿いにあったため地

元生協(現在のコープ宮崎)のバイヤーの目にと

まり、83年から取引が始まり、大阪から兄夫婦も

帰郷して経営に加わった。品質、味がよいという

ことがロコミでひろがりスーパー等に取引が拡大

し、80年には和牛部門を廃し、さといも、ごぼう
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を規模拡大するとともに、近隣農家との契約栽培

を始めた。このように産地卸化することにより本

業ができなくなるということで、1987年に有限会

社化する(出資者はと兄夫婦の3名で2,000万円

弱)。従業員は6名になる。当時はさといも、ごぼ

う、にんじんがメインで、取扱額は1億円弱だっ

た。

91年あたりから生産組織をつくり、こだわり野

菜、有機栽培による差別化商品をめざし、小売店

への営業を本格化して生産者の顔写真入りの販売

を強化した。生産組織は「都城ふるさと園芸組合」

と「鹿児島朝霧生産組合」で、前者は宮崎県内一

円を範囲に470戸程度(うち市内が400戸)、後者は

クルマで5分もいけば鹿児島県ということで曽於

郡、鹿屋の台地等で200戸を組織している。合計670

戸程度になる。

農家との契約は3種類に分かれ、播種前から価

格と数量を契約するもの、週単位での数量契約、

そしてスポット買いである。農家との話し合いで

ふさわしい方式を選んでもらっている。農家は同

社専属もいるが、多くは農協にも出荷している。

畜産地帯なので飼料を農協から購入する関係もあ

るからである。契約農家に対しては毎月1回13:00

～17:00に勉強会を開いている。

しかし生産組織のメンバー農家は30代以下と40

代が各6%、50代が16%、60代以上が71%で、平

均年齢68.5歳に達している。うち女性が11%を占

める。

同社の集荷は仲買と生産組織農家の直接搬入で

あり、高齢化のなかで仲買分は減り、農家の直接

搬入が増えているが、農家もクルマに乗れなくな

れば同社から集荷に行くことになる。会社として

は受注に応じて出荷要請をするわけだが、出荷は

「農家さん主導」で、やれ不幸があった、やれ牛

のセリだということで注文に応じられず、会社と

して欠品を出し、チャンスロスを生じることにな

る。

このようななかで会社としての直営農場の必要

性を感じ、1995年に農業生産法人化し、自作地

2.5haを含め6haでスタート。同時に認定農業者に

認定される。

直営農場は99年には100カ所(31ha)、2002年に

は150カ所(48ha)、現在は220カ所に拡大し、面積

にして70haに達している。圃場は1.4～1.5回転で

延べ作付け面積は90haに及ぶ。会社を起点にして

クルマで15分以内であり、小作料は10,000円弱。

農場面積の内訳は自己所有地が5ha程度(当初か

らの自作地が半分)。地価は10a50万円程度だが、

借地の方が集まるという。借地は利用権とやみ小

作が6対4位だ。ただで耕作が2ha、遊休農地を

県単事業で復旧した(カネを払うから作ってくれ

の)畑が3ha弱である。借地は「借りてくれ」の

ケースが多く、地図上では点だったが、だんだん

面的に集約できるようになっており、最大で2.8ha

の団地がある。畑隣りは同社で畦畔を外したりし

ている。

従業員は加工部門も含めて全体で、正規が14～

15名。パートが75名程度だ。直営農場は正規社員

が3名で、残りはパート。その他に後継者育成を

兼ねて日本人研修生4名を2003年から入れている

(仕事が終われば帰国してしまうと言うことで中

国人研修生はいれていない)。パートの時給は650

円である。

雇用関係では2003年の「宮崎アグリサポート」

(有限会社・農業生産法人)の設立が注目される。

高齢者の生き甲斐作りと技術伝承を狙いとした

「企業版シルバーセンター」だという。出資者は

11名で300万円である。現在は出資者を含め15名が

所属し、89歳から中卒の16歳までいるが、原則は

55歳以上としている(障害者は未満も可)。このア

グリサポートからパートが供給されるわけだが、

「体が空いたときに働く」ことでよいことにして

いる。会社としては「地域貢献」の位置づけであ

る。

また、同社は、「農業に休日がないのはおかし

い」という社長の考えで、日曜祭日は休日として

いる。当たり前といえば当たり前だが、それを可

能にするために同社は施設園芸は行わず、「土も

の」に特化している。「土もの」なら日曜に収穫し

なくても済むし、また広大な面積で機械化が可能
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だからである。

1998年には工場長ほか2名を出資者に加え(各

30万円で合計2,015万円)、さらに2002年には従業

員持株会、社外協力会、アグリビジネス投資育成

会社等の新規出資者16名を得て3,700万円に増資

している。

同社の年商は15.5億円。品目はさといも、ゴボ

ウ、馬鈴薯、甘藷、らっきょう、にんじん、こね

ぎ等の根菜類、ピーマン、きゅうり、チンゲンサ

イ、キャベツ等の葉菜・果菜類など多彩で普通の

野菜は全て扱うという。

出荷先は金額で、スーパー(バロー、マルエツ)

66%、生協(コープ宮崎、コープ九州事業連合)

20%、市場(備後青果)7%、外食産業(井筒屋)

3%、その他が自らの加工工場や直売所である。

加工のウエイトは少ないが、どうしても売れな

い野菜が年間1,000トンは出て、産地がゴミを出す

形になるので、昨年から冷凍食品工場を立ちあげ

て、冷凍のほうれんそうやさつまいもなどとして

有効利用を図るようにしている。

スーパーが多い理由は市場出荷だと等階級が36

にも分かれ、品評会に出しているような選別コス

トがかさみ、消費者、生産者のためにならない。

スーパーだとA品、B品と大中小の6階級ですみ、

この規格簡素化てコストを6%下げられるので、

それを生産者にフィードバックしたいという。

現在の集荷は農家の搬入が70%、仲買人を通じ

るのが15%、直接集荷が15%程度である。その他

の作業委託の依頼が農家から年間10～20haあり、

それにも対応している。

同社の全取扱量は、先の契約分が9割に対して

直営農場分は1割に過ぎない。あくまで欠品を防

ぐのが目的だが、契約が減っているので直営農場

は200haまで増やしたい意向である。「いつまでも

農家がいると思うな」が同社の構えである。

契約農家の高齢化に対して、同社は今年からミ

ニ野菜に取り組んでいる。従来の1kgもある野菜

は高齢農家が引き抜くのは大変なので、5009弱の

ミニ野菜の密植栽培を導入して生き甲斐を追求し

てもらうということで、「産地への恩返し」という
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位置づけである。

同社は2002年に、都城市「元気がいいね」認証

農産物、宮崎県エコフアーマーの認定を受け、J

ASの認定も4.8haほど受けており、残りも特別栽

培農産物の認定を受けている。JAS認証を増や

してきたが、現在は打ち止めで、5年後には特別

栽培農産物への移行を考えている。有機栽培で農

薬や化学肥料を使わないと見栄えが悪く消費者が

好まないからで、加工用に回している。同社とし

ては県の特栽の基準は甘すぎる、そんなに農薬を

使わなくても大丈夫だとみている。畜産が盛んな

地域なので年間堆肥を100万円ばかり購入し、半年

から1年寝かせて完熟にして使っている。

2003年からスーパーとの間でトレーサビリテ

ィ・システムを導入し、翌年からは端末機から本

社サーバへ各農場・担当者が入力を行うシステム

を開始している。

農協からは肥料・農薬の半分を仕入れている。

農協への出荷は加工用にんじん200～300トンがあ

り、また農協から野菜のスポット買いをするこも

あるが、全体の数%に過ぎない。

後述するイシハラフーズ(株式会社形態の農業

生産法人)やアグリセンター都城(農協出資の大

型農業生産法人)との借地の混在があり、借地を

めぐってぶつかることもあるという。また有機農

産物の生産ということになれば隣接圃場の農薬使

用の問題もあり、法人間のルール作りが必要だと

いう。

株式会社の農業参入をめぐっては、保守的な地

盤なので、外から株式会社が入ってくることには

抵抗感があり、地元にいる法人が強ければ怖くな

い、そんなに心配はしていない、という。同社自

身も農地を購入するより借りる方が集まりやすい

と見ていることは前述した。「地域に貢献できる

地域密着型企業的農業」が同社のスローガンであ

る。
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第2節　株式会社形態での農業進出－広島

県世羅町の事例－

1.世羅町

世羅町は世羅郡の3町が2004年に合併した。農

業関係部局は新たに産業観光課に属することにな

った。農業委員会は、旧町合計5名の事務局が2

名になった。農業委員は38名が32名になり、うち

3名の女性委員が議会推薦で新たに誕生した。認

定農業者は合わせて69名、うち法人が30である。

法人のうち県が進めている集落型法人が11、国営

開発関係の法人が19である。認定農業者の主たる

従事者の目標は1,800～2,000時間、500～600万円

だが、隣県では300万円まで落とそうかという話し

が出ているそうである。農業にも「300万円で暮ら

す」時代が到来したのかも知れない。集落型法人

は県全体で70強のうち尾三地区が26と多く、その

うち11を同町が占めている。

この地域を特徴づけるのは、「広島中部台地地

区国営農地開発事業」の中心地である点である。

世羅台地は標高400～500mの起伏が比較的少ない

台地として農地開発の自然条件をもっており、

1977～1997年にかけて開発がなされた。開発可能

地540haを対象に360ha、19団地の農地造成と畑地

灌漑施設整備を行い、併せて隣接既耕地220haの用

水補給も行うというものである。当初は野菜、果

樹等の地元増反による規模拡大がめざされたが、

結果的に入植方式になったようである。現在のと

ころ37農園が立地しているが、その出身は、町内

11、県内20、県外6(島根、山口、岡山、大阪、

福岡)である。作目的には花き等21、野菜7、果

樹4、畜産4、不明1である。また企業形態的に

は、有限会社10、農事組合法人5、株式会社2、

任意団体20である(先の法人数が正しいとすれば

任意は18になる)。このように国営開発に法人形態

での入植が多いことが、この地域の法人の多さの

背景になっている。

他方、この地域は全体が中山間地域であり、中

山間地域での担い手育成として集落型法人が追求

されている。現在の11の集落型法人は、1999年1、

2001年1、2002年2、2003年5、2004年2の設立

で、2003年がピークだった。いずれも圃場整備を

受けて、中山間地域直接支払いを活用し、農事組

合法人形態で立ちあげ、特定農業法人、認定農業

者となっている。いずれの法人も利用権の設定を

受け、水田農業を営んでいる。先導的利用集積促

進費の補助金を受けての特定農業法人の立ち上げ

は多いが、中山間地域直接支払いも活用している

のが特徴である。

このように開発農地への法人形態での参入(畑

作)と集落営農の法人化(稲作)が併存している

のが地域の特徴だが、前者のうちの株式会社形態

を紹介し、集落型法人については別の機会に譲る。

2.世羅菜園

世羅菜園は前述の国営農地開発地区のうち百貫

山団地に立地した株式会社形態の農業生産法人、

認定農業者である。同社は地元の建設業者「コダ

マ」が主体となって設立された。コダマは従業員

25名程度の公共事業主体の建設会社だが、公共事

業が下火になるなかで新たな事業分野への進出を

模索していた。他方、広島県農林振興センター(県

農地保有合理化法人)は国営開発への入植者を捜

していた。とくに同社が進出した地区の一部は県

他地区の古手のK農業生産法人がハト麦栽培に失

敗して2001年8月に撤退したこともあり(同法人

は使用貸借しており、売り渡しは受けていなかっ

たという)、その跡地も含めて入植者の確保が急務

だった。加えて生鮮トマト栽培の提携先を探して

いたカゴメを町が紹介し、三者の意向を町がコー

ディネートする形で進出が決まった。センター保

有地の売却は17haで総額4,000万円である。農地は

世羅菜園が再造成した。

2000年に資本金5,000万円の有限会社が立ちあ

げられた。構成員はもコダマの社長(現在59歳、

農家の長男で、実家は弟がガソリンスタンドや酒

屋と自営兼業している。社長も農地を保有)、技術

担当者(31歳、三原市の出身で農機会社勤務だっ

たのを技術者として引き抜く)、農家(62歳、カゴ

メ出荷以外のB級品の産直市等での販売を担当)

の3名で役員を構成した。出資はカゴメが10%、
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技術担当者と農家が併せて155万円、残りが社長だ

った。カゴメは出資はしたが役員派遣は行ってな

かった。当初は経営構造対策事業の補助を受けて

(事業費11億1,600万円)1温室1.5haを2棟建て

ている。

2003年に隣接のセンター保有地15.2haを総額

6,300万円で購入し、世羅菜園が再造成して、1室

2.8ha弱の温室を2棟建て増した。そして新旧とも

建物部分は農地転用だが、温室敷地はグランドシ
ートを張り、農地転用はしていない。この際に輸

入急増農産物対応特別対策事業、野菜産地強化特

別対策事業(事業費17億1,128万円)と新農林水産

業・農産漁村活性化総合支援事業(単県、事業費

1億1,500万円)の補助を受けている。

詳細は不明であるが、投資総額は30億円程度と

いうことであり、また補助事業部分について補助

率50%とすれば、15億円程度の補助金になる。自

己負担分は公庫資金や民間資金に依存するわけで

あるが、銀行融資にあたってはカゴメの保証が大

きい。

そして、この建て増しに際してカゴメから3,500

万円の増資を受け、有限会社を株式会社に組織変

更し、資本構成はカゴメが49%、その他の役員が

51%となった。認定農業者の認定を受けているこ

とから可能になったカゴメの49%出資であり、こ

れにより世羅菜園はカゴメの持分法適用会社とな

った。

その際にカゴメからも非常勤役員が出ることに

なり、また社長の息子(30代なかば)が2004年に

東京の銀行勤めからUターンして取締役に就任し、

総務・人事・経理を担当することになった。役員

は5名になったわけである。

温室の拡張は、当社の立ち上げが、病気等の技

術上のつまづきもありながら順調であったこと、

カゴメの生鮮部門が2004年30億円、2005年50億円、

将来的には100億円と急拡大していることがある。

栽培方法はロックウール養液栽培を採用し、長

期多段り栽培でトマト20万本を栽培している。ロ

ックウールはオランダからの輸入である。ロック

ウール栽培はカゴメ系列の栃木県那須のみのり菜
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園に学び、また立ちあげに際して先の技術者が従

業員1名とともにオランダで半年間の研修を受け

ている。同社の説明および同社文書「企業的農業

の現状と展望」によれば、次のような環境重視型

の施設園芸を追求している。第一に、冬に使う重

油は窒素が出るので、液化石油ガスLPGに切り

替え、発生する二酸化炭素は温室に入れて光合成

促進に利用し、日中の炭酸ガス使用時に発生する

熱は蓄熱タンクにためて夜間暖房に使用する。第

二に、灌水したロックウール液のうちトマトが吸

収しなかった分はタンクに戻し紫外線殺菌ののち

再利用して水質汚濁を防ぐ。第三に、マルハナバ

チから在来種のクロマルハナバチに切り替えて受

粉し、天敵利用や電解水散布による減農薬栽培。

第四に、残渣は堆肥化・少量化しているが、温室

に使えないので使途を検討している。使用済みの

ロックウールを農協と協力して土壌改良材に用い

ている。

従業員は当初は60名程度だったが、現在は増や

して130名程度である。正社員は12名で30歳平均、

技術スタッフ、現場スタッフ、出荷管理、温室管

理の仕事に携わる。準職員30名(男性、日給月給

制で単価6,000～7,000円、肥培管理、トマトの幹

のずらし作業、フォークリフト運転)、パート90

名(女性、20代から60代まで幅は広く、時間給750
～800円)である。町内、三原市、近隣町村からク

ルマで30分以内の通勤圏である。

世羅菜園の仕事は包装までで、工場出口でカゴ

メに荷を渡して終わる。物流販売はカゴメの仕事

である。販売額は2003年が3.2億円、2004年が3.1

億円、増設部分の稼働は2005年3月からで、フル

稼働した場合の目標は8.6～9億円である。B級品

は産直市やルートセールスに回している。

キズの大きさ、形、色、農薬使用基準等の規格

にあったものをカゴメの生食用トマト「コクミ」

ブランドで出荷する。品種はすべてカゴメの特許

品種だが、カゴメからの技術指導は少なく、当社

で試行錯誤しながら栽培しているとしている。コ

クミのトマトは完熟、真っ赤、中身が詰まってい

る、リコピン(抗癌作用)、グルタミンが多く栄養
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価が高い、消費者は年間を通じて同一価格で購入

できる、が売りである。「調理しておいしいトマ

ト」を「トマトジュースを売るのと同じ感覚で」

販売するのがカゴメの方針である(大手スーパー

では売っているので筆者も試食してみた)。

同社の販売価格は通年価格で、カゴメと協議し

て決める。価格は低下傾向、コストはLPGガス

の値上がりや天敵利用で増加傾向にあり、2005年

度は立ちあげ期なので黒字化は困難だが、来年は

黒字化したいとしている。

同社としては新施設の稼働安定化が当面の目標

であり、同地での拡張は人集めの点で困難であり、

拡張するなら別の土地にでる必要があるとする。

カゴメの「生鮮トマトへの進出は、加工用トマ

トの生産やJAとの直接的競合をさけたいとの意

向」で始められ、「全国約40か所の提携先農家、農

業生産法人との契約栽培が中心」で、「提携先の大

型菜園にはカゴメが最大10%の出資を行うケース

が多いが、それはカゴメの意向というより、農業

生産法人が金融機関から借り入れる際の信用力強

化への支援の意味合いが強い」(5)とされている。そ

のなかで世羅菜園への49%出資は、同社が認定農

業者になっているから可能になったことだが、特

別の位置づけといえる。カゴメ傘下の大型菜園と

しては、そのほかに高知3ha、和歌山5ha、長野

5ha、千葉3ha、福島10ha、栃木1.5ha、県内にも

う一カ所4～5ha等がある。高知と長野は自治

体・三七クを介した土地・施設リース方式、和歌

山は「新ふるさと創り特区」における20年リース

である。直営農場としては、カゴメ70%、オリッ

クス30%出資の非農業生産法人・非農地方式の加

太菜園があり、2010年に20ha、6,000トン出荷のア

ジア最大のハイテク菜園を目指している。非農地

としての賃料は10a当たり10万円で40haの借地で

ある。「補助金や親会社の支援無しに、ハウス栽培

だけでどこまで競争力を発揮できるかを意識した

戦略」とされている(6)。

当社もまた面積当たり生産性はオランダの半分

に過ぎないとして、その原因を栽培技術・設備管

理・作業管理・労務管理といった「ソフト」面に

求め、「日本の条件に合うオリジナルソフトの開

発」をめざしている。

最後に、株式会社の農地購入については、一概

に賛成とも反対とも言えない、農業を育てる時期

なので、地場の中小企業ならよいが、大企業の進

出は困る、という立場である。株式会社の農地購

入というよりは企業進出についての意見である。

地域とのつきあいは、作物、作型が違うので必

要ないし、つきあいもあまりないが、農業士会、

農業法人協会には参加している。確かに山中の開

発農地に孤立したハイチク工場というイメージが

ある。

3.日本農園

同社は、尾道市に本社のある物流機器の設計・

製造会社「河原」の半額出資による株式会社形態

の農業生産法人、認定農業者であり、2003年の設

立である。

「河原」は資本金16億円で、来年に上場予定で

ある。「河原」の会長(57歳)が、日本農園の社長

を務め、「河原」の社長職は弟に譲り、専務には長

男がなっている。「河原」の業績は順調であり、本

業の先細りからの農業進出ではない。会長の父は

専業農家で、会長はその末子。父は死亡し、家は

長男が継いでいる。会長は「創意工夫が好きな発

明家」という話であり、これらの要因が重なって

の農業進出と推測される。

当初の役員は現社長のほか、「河原」の専務、常

務(62歳、府中市の鉄工会社のセールスを定年退

職して入社)の外もう一人(56歳)で、社長が農

家の末子、常務も農家の長男、もう一人は現役の

農家ということで、役員要件をクリアしたものと

思われる。

出資は1,000万円で、「河原」が半分(正確には

未満)、残りを役員で出した。信用面では「河原」

のバックが決定的である。

日本農園の名前は、ワープロで「日本脳炎」に

転換されやすいが、バレーボールの「ニッポン、

ニッポン」の声援からとったということである。

農業をやりたいということで土地を物色し、世
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羅町にも当たったところ、個人経営の観光ぶどう

園が潰れた物件を紹介され、その跡地を引き継ぐ

形で新規参入した。決め手は地下水が豊富で水質

がよい、標高450mが冷涼を好むレタスに適すると

いう点だった。

土地はセンター保有分5.9ha(内保安林1.1ha)

とセンターが隣接地を買い入れて売り渡したもの

2.5haで、総額1,800万円弱である。ぶどう園は傾

斜地なので均平化し、保安林はそのまま残してし

いたけ栽培をしている。水槽の下はシートを張る

だけなので、農地転用はしていない。

補助事業は、センター売り渡し地の再造成が新

農林水産業・農山漁村活性化総合支援事業(単県)

で事業費7,300万円、栽培施設・管理棟がアグリチ

ャレンジャー支援事業で事業費6.3億円で、半分が

補助である。

品目はボストンレタス(サラダ菜)で、野菜の

中でも年間通して価格が安定しているということ

で選択したが、ふたを開けたら乱高下だという話

である。河原の取引先である明治製菓の関連会社

の紹介でカナダのハイドロノバァ社とコンサルタ

ント契約を結び、省力化された施設を使っている。

液肥は国内とオランダから、種子は毎年オランダ

から輸入する。フローティング(いかだ)方式の

水耕栽培で、現在はボストンレタス一本である。

年間18作が可能であり、夏は42日、冬は50日でで

きる。水槽の水は外に出さないようにし、残渣は

コンポスト化して埋めているが、この活用が課題

である。

正規の職員は役員4名をいれて7名、パートが

16名で50歳前後の女性が多い。時給800円である。

従業員には「ここは工場生産である」であるとい

う意識をもたせている。

販売額は2004年度が1.5億円、2005年度は2.0億

円の予定だが、相場ものである。販路は明治製菓

の関連で、東京の青果輸入卸会社に全量出荷する

ことにしていたが、同社は関西方面に弱く、日本

農園の生産量も多いので、神戸に営業所をおいて

関西でのスーパー向け自社販売に力を入れている。

価格は同社の原価を踏まえリーダーシップをと
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っているが、輸入会社が裁ききれないと市場に出

荷するため値崩れし、そのこともあって関西での

展開に力をいれているが、関西はチシャ(和風レ

タス)を好むという嗜好の違いがある。市場から

はサラダに使う赤い野菜等を求められている。

農協とのつきあいはない。段ボールは親会社か

ら仕入れる。農協のものはものすごく高く、農家

は泣いていると強調している。

株式会社の農地取得については肯定的だが、常

務は建築法は詳しいが、農地法は「農家を守る法」

という以外はよく知らないとしている。

困ったのは病害であり、消毒剤をかけられない

ので、県の指導を受けて殺菌剤で処理したいとい

う。

現在の敷地での農園については、土地に余裕は

あるが、1.5ha未満でないと補助を受けられないと

言うことで現状にとどめ、ここ5年程度は年商2

億円の維持を目指している。「河原」としては、サ

ラダ菜のシステムを販売しつつ、新しい作目を探

しており、農園の拡大のための土地も探している。

借りてくれと言う話しもあるが、土地は購入の予

定で、町内と関東方面で探している。関東での自

社販売も狙っているわけである。

第3節　株式会社形態での農業進出－南九

州－

1.都城市の事例

(1)都城市

都城市と北諸県郡4町は2006年1月に合併する

が、以下で合併前の都城市についてみる。同市は、

水田と畑がそれぞれ3,650haの田畑作地域である

(2003年)。市町村別の農業産出額は全国第5位、

豚と肉用牛は全国1位、ブロイラー2位、ごぼう

2位、さいとも8位という畜産と畑作でトップク

ラスの市である。北諸県地域全体の農業粗生産額

構成は、畜産79%、野菜8%、米8%、工芸作物

3%である。基本構想の目標は年間所得800万円、

年間労働時間2000時間である。認定農業者は目標

400名に対して2005年6月で488名を数える。内訳

は畜産325名、野菜102名、工芸作物34名に対して
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稲作は11名に過ぎない。

うち法人は39経営体にのぼる。同市の農業生産

法人は26、有限会社22、農事組合法人2、株式会

社2である。法人と農業生産法人の差は施設型畜

産によるものだろう。農業生産法人の主作目別の

内訳は、露地野菜10、畜産9、花卉花木3、茶、

施設園芸、水稲・養豚が各1である。

このように畜産と畑作が盛んであるが、水稲に

ついては担い手が少ない。そのこともあり、都城

農協、その管内である1市5町、県農林振興局、

農業改良普及センター、農業共済等が1998年に都

城地域農業振興センターを設立し、農協の営農企

画課を事務局にとして、集落営農、担い手、環境

保全型農業の育成等について取り組んでいる。そ

のなかから、JA出資型法人として大型の有限会

社・アグリセンター都城や農事組合法人・夢ファ
ームたろぼうが生まれている。市と農協が各15万

円つつを出し合って集落営農の資材購入等を支援

する措置も講じており、同市だけでも2004年度ま

でに10組織が支援を受けている。しかし主作目は

野菜が多い。

(2)イシハラフーズ

このような多様な形態での農業展開のなかでが

株式会社形態の農業生産法人の事例をみる。それ

がイシハラフーズである。

まずイシハラフーズの展開から。創業者(社長)

の石原和秋氏(52歳)は地元の兼業農家の出身。

母が50aの畑を耕作。大分の大学に遅れて入った

ため、家の負担を軽くすることも考えて、入学し

た1976年から家でとれたものを大分の市場に出荷。

商系よりも高く売れたので、隣近所の荷もいうこ

とになり、さらに宮崎県経済連からも荷を引き、

さといも、きゅうり、さつまいも、ピーマン等を

全国の加工業者に販売した。教職課程をとらなか

ったので高学年は時間もあり、卒業時には年商5

～6億円に達したが、青果物は気象と相場に左右

され、卒業時には900万円の赤字を出してやめよう

かと話していたところ、相場が吹いたりしたとい

う。

卒業の年、1980年に株式会社・石原青果を設立、

1983年に加工原料の卸だけでなく、加工業にも参

入。さといもやほうれんそうの冷凍加工品を全国

の問屋に卸す。気象と相場にふりまわされるのを

回避し、かつ付加価値をつけるのが目的である。

原料は市内、隣接の鹿児島県、熊本・長崎から集

めた。同年に冷凍食品部を九州冷凍食品株式会社

として分社化。84年、洗い事業部(カット野菜)

を開設し、ダイエー、ローソン等のスーパーに販

売した。翌年、同事業部を株式会社・NKPCパック

センターとして分社化。88年、分社を統合して石

原青果の各事業部に改める。89年には冷凍食品の

売り上げが青果物を上回り、凍菜専門メーカー化

する。

1991年イシハラフーズ株式会社に改称。当時の

年商は13～14億円。従業員はパートも含めて100
～110名。ほれんそう、こまつな、冷凍さといも、

ゴーヤ、枝豆、冷凍野菜ミックス、むき枝豆、ほ

うれんさうバター妙め等を扱い、従業員は正社員

45名、パート80～90名である。加工野菜輸入が増

えるなかで、こだわりとストーリー性がなければ

国産品は生き残れないと、97年からトレーサビリ

ティシステムを導入し、販売先を大手スーパーか

ら生協、学校給食、医療給食等に切り替えた。生

協(事業連合)としては、コープ東北サンネット、

コープネット、首都圏コープ、ユーコープ、コー

プ北陸、東海コープ、コープ九州等があるが、単

独ではグリーンコープがトップである。給食関係

は雪印系列のSN食品を通している。

原料調達ルートは三つある。①契約栽培－現在

は25ha程度、半径20㎞の範囲で市内から鹿児島県

まで展開する。関係農家は120～130戸。問題は農

家の年齢で、60歳未満は23%、60～64歳16%、65
～69歳20%、70歳以上が41%という高齢化で、社

長としては「急激な変化が来る。国産原料を使用

する企業はどんどん農業に参入すべき」と農水省

シンポジウム等で撤を飛ばしている。

②「共同委託作業」と当社が呼ぶシステム－耕

転・施肥・播種までは農家が担当し、発芽確認さ

れた時点以降は同社が責任をもつ(所有権移転す

る)システムである。若手農家がそれなりに大規
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模に農業しようとするとリスクが大きいので、そ

れは同社がかぶって若手農家育成に費そうという

わけである。これまでは「作って売る」システム

だったが、これからは「売ってから作る」農業だ

という。農家に支払うのは農協の作業料金表に従

うと反30,000円だが、同社はそれに30,000円上乗

せした計60,000円としている。ここには資材費も

含まれるが、若手奨励の意味合いもある。このシ

ステムを導入したところ1年で一挙に50haになっ

たという。①の契約栽培農家からも移行したい意

向が寄せれているが、若手育成の趣旨を説明して

いる。

③直営－現在、借地で48ha、貸し手農家は233

名にのぼる。これも半径20kmの範囲で集めている。

土地をまとめる専門の職員(50歳)を1名おいて

いる。期間は1年更新にしている。2～3年借り

てくれという要望もあるが、1年やって様子をみ

たらと言っている。返してくれと言う話しもまれ

にあるが、使ってみて、水が引かない農地、山の

中の耕作不便な農地は返すこともある。小作料は

10,000円だが、ただで借りるところが多くなって

いる。小さな農地も借りてきたが、これからは大

きい区画に絞るつもりである。これまでは借地が

どんどん増えてきたが、②を入れてからはおさま

っている。自社面積は100haまでいくのでないかと

みている。現在は契約農家が25～27%の供給シェ

アだが、これが貸付に移行する分もある。

実は借地は法人化の前から「やみ」でやってい

た。高齢化のため契約農家の作業を手伝わざるを

えなくなり、最終的には播種まで頼まれて事実上

の借地になってしまうわけである。このような、

契約栽培では原料が集まらないので借地経営へと

いう事態の流れのなかで、法改正を踏まえて、2003

年に宮崎県として第一号の株式会社形態の農業生

産法人になり、利用権設定に切り替えた。

現在の資本金は4,800万円、出資者は、社長、社

長の妻、義父母、専務の5名である。社長は農家

を継いでおり、ほか何名かが農業・農作業者とし

て認定されている。そういう法の形式要件よりも、

既にトラクターを何台も持ち、手広く農業をやっ
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ている実績が大きくものをいっているといえる。

従業員は、正社員が10名、パート70名、中国人

研修生20名だが、パートは高齢化している。畑は、

デジカメ7台を使い、播種日、発芽率、草丈、病

虫害を撮影し,女性3名でパソコン入力して管理

している。

中国人研修生については、社長自ら2004年に宮

崎夢ファーム事業協同組合を設立して理事長にな

り、農業・建設・水産・大型農家等の会員54名に

より受け入れを行っている。今後については、不

景気の時代には不得意な分野には手をださず、得

意な分野に集中すべきとして、「ほうれんそうの

イシハラ」のアピールを強めていく方針である。

規模拡大は前述のように追求するが、農地の購入

は全く考えていない。資金もないし、農地もまと

まっていない、借地をセレクトしてまとめる方向

であり、土地を買う金があるならもっと有効に使

いたいとしている。

社長は、どうやら夢ファームの取り組みにヒン

トを得たらしく、農地流動化についても独自の案

をもっている。それは、農家が県・市町村と農地

の賃貸借契約を結び、その農地を夢ファーム事業

協同組合を通じて組合員企業に組合連帯保証のも

とに貸し付けるというものである。〈行政－事業

協同組合〉を間に入れて、農家と企業の間の賃貸

借を促進しようとするもので、企業的農業経営向

けの農地保有合理化法人機能を事業組合が果たす

というものである。研修生の受け入れを農地に適

用したともいえる。

2.霧島市の事例

(1)霧島市

霧島市は2005年に国分市、溝辺町、横川町、牧

園町、霧島町、隼人町、福山町の1市6町が合併

して誕生した。人口は12.7万人にのぼる。鹿児島

県の中央部に位置し、霧島国立公園があり、また

中心をなす旧国分市には京セラやソニーが立地す

るなど工業都市としての面もあわせもつ。新市の

産業構成は一次産業8%、二次34%、三次58%で、

観光業も多く、年間740万人を受け入れている(宿
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泊は130万人)。中心は旧国分市だが、住民アンケ
ートに旧国分市民は安心してあまり参加しなかっ

たため、「霧島市」が多数を占めてしまったという。

農業委員は、旧市町100名(公選73名)だったの

が、新しい定数は47名(同40名)になる。女性委

員はあわせて7名(公選3名)だが、新たな体制

で議会推薦は難しいという。これまで議会推薦で

出て公選に回るようになっていたので、3名は残

れるのではないかということである。農業委員会

事務局は旧市町併せて23名いたのが8名に減らさ

れた。8名のうち6名は国分市の出身で、そうい

う形で合併を乗り切ろうという方針のようだが、

旧他町の情報はしばらくの間弱くなる。旧市町に

総合支所を置き、課長と農政係が農業委員会事務

局を担当し、証明事務等を行うとともに、農地部

会を置いて決定する。

他方、農政部局は農政畜産課として人員も充実

したということである。

基本構想の目標所得は600万円、農業従事は

2,000時間である。認定農業者は284名、うち組織

経営体が20である。旧市町別で多いのは溝辺町め

99(組織6)で茶、果樹(梨、ぶどう)、牧園町51

で茶である。生産調整にひっかかるのでなりたく

ない者もいるという。農地流動化は、利用権設定

率が17.2%。旧市町間にばらつきがあり、溝辺33%、

横川31%、牧園24%と高く、他は15%前後である。

流動化の促進措置は旧溝辺町のみでなされていた

が、合併後はそれを修正して引き継ぐことにした。

すなわち5年以上の利用権設定を受けた認定農業

者に反20,000円を支払う。売買については嘱託登

記手数料相当額を支払う。

台地は茶をじめとして畑作農業が展開し、平場

の水田地帯は旧国分市を中心に兼業化が進んでお

り集落営農での対応を考えているが、あまり進ん

でいない。

農業生産法人は、農事組合法人2、有限会社20、

株式会社2の計24で、うち溝辺町が有限会社11、

組合法人1で茶を中心に多い。溝辺町のうち4社

は、芝・柑橘・花・牧場だが、休業中である。国

分市の1社は1979年設立の芝業者だが、5年前か

ら休業している。負債をかかえて倒産し、競売物

件化している。

株式会社の農地取得等については、旧国分市周

辺は転用圧力が高く地価が高いので(農地で坪

7,000～8,000円、転用価格で坪20,000円)、農外目

的での取得は不合理になるではないかと農業委員

会はみている。問題事案も1件あった。鹿児島市

の青果業者が立派な計画書をもってきたので認め

ざるをえず、柑橘類の農園を立ちあげたが、同社

は別会社で産廃業(市のゴミ回収)を営んでいる

ことが分かった。農園は旧国分市に3ha、旧隼人

町に7haの農地を所有権取得している。

なお同市は旧国分市を中心に農振白地が多い。

また2000年に農用地区域への中学校建設に伴い

300haの農用地区域外しを行った。九州農政局から

は再検討を迫られたが、市上層部と県が押しきっ

た。当初は転用が激しかったという。とくにパチ

ンコ屋の進出が激しく、またドラッグストア、デ

スカウントショップ等も進出もあった。パチンコ

屋が多い街ということである。

(2)霧島農事振興

同社の母体は黒酢生産の健康医学社である。同

社関連のホームページによると、普通の酢は醸造

用アルコールに少量の穀物を入れて短期間で醗酵

させて作るが、南九州の黒酢は、醸造用アルコー

ルを使わず玄米・大麦・サツマイモを原料にして

壼の中で1年以上かけて醗酵・熟成する製法によ

るもので、元は200年前に中国の難破船が薩摩半島

に漂着したときにもたらされたものと伝承されて

いる。それが近代的製法に押されて廃れていたと

ころ、健康医学社の黒岩東五が1969年に復活させ、

しかも「健康のためにお酢を飲む」という新しい

利用の仕方を提唱したことで、今日のブームの元

をつくったということである。現在の同社の黒酢

の出荷額は15億円にのぼる。

霧島農事振興の直接の母体になったのは、関連

企業である黄金酒造である。黄金酒造は、1950年

創業の焼酎メーカーを1999年に吸収、社名変更し

た企業で、社員25名、売上額4.8億円である。同社

は鹿児島の黄金千貫を原料とし芋麺で仕込む全芋
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焼酎「蘭」「東五」を販売している。紙パック入り

は作らず、またスーパーにも出荷せず、専ら酒販

小売店向けに出荷している。

健康医学社との関わりは、海洋投棄されていた

焼酎粕を酢の原料に用いる点である。これにより

循環型・一体型の企業をめざしている。

もう一つの関連会社は薩摩麦酒株式会社で、地

ビールの生産とレストランの経営をしており、年

商7億円である。

これらの企業グループが主体になって2004年に

立ちあげたのが農業生産法人・霧島農事振興株式

会社である。そのきっかけは原料芋の払底である。

元々、黄金酒造は県内数社の集荷業者から仕入れ

ていたが、芋焼酎のトップにおどりでた隣県の霧

島酒造が鹿児島県内にも集荷先を急拡張し、2003

年には原料がなくなると事態になった。

これにより急きょ、自社による原料確保に踏み

出したわけである。一つの集荷業者から100%仕入

れるのは極めて危険ということで複数に分散して

いたが、せめて1/3は自社製で確保する見通しを立

てたいというわけである。

もともと黒酢生産の工場を立ちあげたときに採

用した者は、ほとんどが兼業農家だった。現在も

農業している社員が結構いるということで、「君

たちも株主になるか」と呼びかけた。資本金は

1,000万円。構成員(株主)は個人14人と関連3社。

200株の内訳は、社長の父(黒岩東五)が60株、社

長の兄が41株、社長が22株、社長の息子3人が計

30株、3社が計35株、黄金酒造の農家社員が4名

4株などである。構成員のうち10名は農業従事150

日以上となっている(150日未満従事はいない)。

業務執行役員は、社長と兄の外は農家4名であり、

この4名が150日以上農業従事になる。また農家社

員のうち2名は計70aの農地を提供している。

農地は当初は4名から187a借りて出発したが、

現在は霧島町春山で6名から3ha、牧園町中津川

で11名から3ha、そのほか野菜用に40aである。

山の上の平坦地5カ所に分散するが、クルマで10

分の近場にある。霧島町の農地は地元出身の渉外

部長のつてで借りている。また牧園町のそれは従
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業員の父が集めてくれた。しかし地権者の意向で

利用権設定には至らずやみ小作である。2年契約

で小作料10,000円弱である。高齢化で作り手がな

くて農地は借りやすいが、日当たりがよい、病が

出ない、イノシシ害がないなど選択的に借りてい

る。

畑は40a程度は10aの温室も含めて野菜やケー

ルを作り、野菜はレストランに、ケールは健康医

学社に販売している。原料芋を含めた年商は1億

5,500万円である。焼酎の蔵元は蔵が小さく貯蔵に

限りがあるということで、グループは水分3%の

乾燥チップに加工する技術を開発した。これによ

り保存性が高まり、生芋がなくても年間蔵を利用

できることになる。この加工は健康医学社に委託

するが、加工したものの黄金酒造への販売額が1.5

億円ということである。健康医学社は温泉の源泉

を5本もち、その湯を使って加工する。酢の醸造

にも湯を用いている。そして前述のように焼酎粕

は酢のもろみに利用する。焼酎の廃棄物について

は酒造組合で研究中である。

黄金酒造の今年の芋の買付量は全体で1,078t、

内訳は、霧島農事振興が170t(16%)、業者が2社

で467t、JA福山を通じるのが418t、農家が23

tである。集荷業者の芋はきれいに洗浄・選別し

てくるので質がよいが、農家のものはそうではな

くクレームをつけても「下を向くだけ」という問

題もあるが、JA福山ももっとつきあえば出てく

るだろうという。

畑の耕作は先の農家役員4名が常時担当してい

るが、植え付け、芋掘り時には黄金酒造の社員が

手伝う。パートやシルバー銀行からの雇用もある。

芋掘りに東京、福岡の酒販組合からも援農にきて

いる。2004年度の決算報告書による人件費は540

万円であるから、黄金酒造と一体のものといえる。

地元とのつきあいは、JA福山とは芋の集荷委

託関係があるが、肥料・農薬は全て業者からの仕

入れである。焼酎のフレコンパック、種芋の保管

委託はある。健康医学社でも発酵肥料を作ってい

る。地元の中学3年生が体験学習で収穫を手伝い、

収穫芋で作った焼酎をタイムカプセルに入れて成
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人式で飲むことにしている。

1期目(2004年度)の収支は、税引き前純利益

が1,200万円、純利益が750万円である。赤字にな

ると金融機関が認めてくれない。農協は理解して

くれるかと思ったが、取引はない。国民金融公庫

と保証協会が創業資金を助けてくれた。

今後については、農業生産法人の形態は変えず

に行く。3期たたないと認定農業者にはなれない

が、認定農業者をめざす。農地については資金力

がなければ買えないし、よほど良い土地でないと

買う気にはならない、借りた方がよい、としてい

る。なお当社は施設用地として農地5a程度を購

入・転用している。

原料芋の自家製は経費がかかる、業者委託だと

リスクを負わない、しかし農家は零細で高齢化だ

し…ということで規模拡大については研究課題と

している。レストラン向けの野菜栽培は増やすか

も知れない。

(3)エコスマイル

社長(47歳)は建設会社を1987年にたちあげ、

有限会社から株式会社にしてきた。公共事業の下

請けが中心で、90年代はじめがピーク。従業員15
～20名をおいて年商2.7億円程度だった。7～8年

から下請けをやめ、元請けがある時だけ行うこと

にしているが、年1～2本でほぼ開店休業状態に

ある。従業員は1人残して、あとは役員だけだ。

社長の農業へのきっかけは、子供のアトピー性

皮膚炎である。食べ物に原因があるということで

家族のために1993年から農業を始めた。そして

1997年に株式会社エコスマイルをたちあげ、生ゴ

ミ、学校給食の残渣、畜産廃棄物、魚、焼酎粕の

有機廃棄物のリサイクルによる完熟堆肥化を試み

た。産廃業の許可も得ているが、建築資材等は天

然木以外は扱わない。鹿児島大学の産学連携によ

る有機物資源リサイクルの研究に参加して8～9

年取り組んだ。市の認定農業者にもなり、農業委

員も1期務めた。

エコスマイルの資本金は1,000万円。構成員=業

務執行役員は、本人100株、父(77歳)と弟(44

歳)各50株の3名である。弟はエコスマイルを手

伝いつつ、借りた10aで有機農産物の認証を受け

て営農している。

当初は父の所有農地23aでの自家野菜生産だっ

たが、農業を「天職」と自覚して90年代なかばか

ら本格的に取り組むことにし、まず旧国分市内の

春山の台地の山林20aを購入して得意の土木機械

で開墾して開畑した。ここは現在、ヤーコンの栽

培をしている。次に1997年に霧島町で50aを個人

として購入した。これは粟を栽培している。

2001年に法改正を受けて、これらの個人所有農

地をエコスマイルに利用権設定し、株式会社エコ

スマイルとして農業生産法人になった。現在では、

加えて3.16haの農地を借りて計3.9haを経営して

いる。貸し手は全て旧国分市内で20名ほどになる。

四カ所に分散し、大きいところは2haのまとまり

になっているが、社長としては4～haなければ団

地といえないとして、「野球をやりたいのにテニ

スコートしかない」と嘆き、離島まで物色してい

るという。

農地は農業委員会に斡旋を依頼しているが、な

かなか出ず、荒廃農地をみつけて地権者を農業委

員会に問い合わせたりしている。手を入れないと

使えない農地がほとんどで、なかにはゴミ捨て場

になっていた45aを50万円かけて復旧し4～5年

は使用貸借にしているものもある。重機を所有し

ているので抜根、造成、畔抜き等は自分でできる。

目標は10haだが、有機農産物の認証の条件を満た

す農地の確保は難しい。土作りに3年はかかるの

で、こちらとしては5～10年は借りたいが、平均

5,6年である。小作料は10,000円程度だが、前述

のように使用貸借もある。

従業員は、正社員が4名(30代3名と50代1名)、

臨時(女性)と日本人の研修生が各1名である。

研修生は2年程度で新規就農する人を受け入れて

いる。今年4月に4年間いた人が独立した。忙し

いときにはシルバー銀行の手も借りる。社員は日

給月給で日給6,000円。役員報酬は建設業で出すこ

とにして、エコスマイルからは出していない。

栽培作目は、根菜でさといも、さつまいも、つ

くね芋、にんじん、ゴボウ、雑穀で麦、そば、粟、
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キビである。大量生産でき、かつアトピー性皮膚

炎に良いものを作るようにしている。水田も若干

あるが、稲作跡にじゃがいも、麦、タマネギ、に

んじん、キャベツを作っている。また最若手が作

業受託を4haほどを専門にしている。農薬と化学

肥料を使わない有機栽培で、鹿児島有機農業研究

会の認証を受けている。労働時間、コストは慣行

栽培と比べて倍かかり、とくに草取りが大変で防

草シートで省力化している。鶏も以前は300羽、今

は30羽飼っている。

販路は、鹿児島有機生産組合(200名の会員だっ

たが減っている。有機農産物のネットワークで「大

地」等に販売)に1,000万円、10校程度の学校給食

に500万円、コープかしまに300万円、作業受託300

万円、堆肥販売200～300万円、産廃の受け入れが

1,000万円で合計3,000万円強の年商である。生産

組合は10年前からのつき合い、学校給食は7年前

からで、残渣も含めてこちらから申しいれた。

目標は、10ha、従業員6名で年商5,000万円だ。

作目も手のかからないものを増やしたい。株式会

社の農地所有には反対であり、利用権での拡大を

狙っている。前述のように「天職」、「百姓の生き

方」として農業しているとしている。

おわりに－まとめと課題－

これまでも企業の農業進出について断片的な紹

介はあったが、事態をトータルに捉えた方がよい

と思い、敢えて少数事例ではあるが詳細を報告し

てきた。以下では論点ごとにまとめてみたい。

①進出経路

農外企業等が農業に進出するにあたって、新た

な農業生産法人をたちあげるケースと既存の企業

が農業法人化するケース二つに分けられる。それ

ぞれが有限会社、株式会社の形を取りうるが、今

後は株式会社に一元化されてくるだろう。具体的

には、A.有限会社の設立(朝日、峰岸)、B.株

式会社の設立(世羅、日本、霧島、エコ)、C.有

限会社の農業法人化(新福)、D.株式会社の農業

法人化(イシハラ)に分かれる。

新規農業法人の立ち上げには異業種参入もある
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が、既存企業の農業法人化は調査事例ではアグリ

ビジネス(野菜卸、食品加工)のそれに限られた。

一般企業が農業生産法人の認定を受けるケースは

考えにくい。だからこそ、農業生産法人の衣を着

ないでストレートに農業進出を認めうという財界

要求が出てくるわけである。

②進出の目的

異業種参入と取扱商品・原料確保に大別される。

前者は建設業の事例が多い(峰岸、世羅、エコ)。

建設業は、ご多分に漏れず公共事業等の減少に

伴う事業・雇用の確保が動機だが、純然たる新規

事業への進出(世羅)と、加え農業労働との近似

性、兼業農家の労働融通性(峰岸)や開畑・圃場

整備等に技術を活かせる(峰岸、エコ)等の利点

追求もある。後者の面からは水稲部門への進出も

ありうるだろうが、調査事例では副次的だった。

今日の稲作の収益性等からしてもなかなか困難で

はないだろうか。

取扱商品・原料確保は、新福(野菜確保)、朝日、

イシハラ、霧島(原料確保)の事例である。別の

調査では運輸業が取扱商品である野菜の産地衰退

に危機感をいだいて野菜生産に乗り出した事例が

ある。とくに畑作の場合〈契約栽培→契約農家の高

齢化→借地直営農場の農業法人設立〉というケー

スが多かった。このような傾向は畑作地帯に強い

わけだが、水稲生産の朝日についても多かれ少な

かれ農家の高齢化・離農という事態があった。原

料を求めての農業進出というといかにも積極的な

経営展開に聞こえるが、アグリビジネスの自己防

衛としての農業進出というのが実態だろう。

③構成員要件、役員要件

構成員要件としては農外者(社)が全体で1/4

以下、1人(社)1/10以下の条件があるが、調査

対象で株式会社等の企業が出資しているのは世羅

と霧島に限られ、他は個人の出資である。出資は

外形的なものなのでチェックしやすく、両者とも

要件はクリアしている。

問題は個人で、法で農業委員会への報告を義務

づけられた報告書に農地等の提供面積、年間農業

従事日数を記載することになっている。このうち
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権利設定は外形的であるが、農業150日以上従事し

ているかのチェックは実際には困難だろう。

次に、業務執行役員(1/2以上が農業従事、1/4

以上が常時農作業従事60日以上)については、年

間農業従事日数・農作業従事日数を報告すること

となっているが、このチェックも困難だろう。

このように常時農業従事なかんずく常時農作業

従事は「はじめに」でみたように農地耕作者主義

の根幹をなすが、その厳格なチェックはそもそも

困難と言うべきである。その点に関連して、法人

の中心となる者は、霧島を除き全員が農家世帯員

ないしは農家出身者であり、「農家出身の企業家」

というのが実態である。また構成員は霧島を除き

数名規模の少数であり、ほとんどが役員を兼ねて

いる。

なお厳密に要件クリアするために、兼業農家で

ある企業従業員を農業生産法人の構成員や役員に

加える例も多い。それも形式にとどまる場合もあ

るが、霧島や新福のように従業員農家に構成員に

なるこを呼びかけたり、社員持ち株制を推奨して

いる例もある。

企業の農業進出といっても、地元企業の場合は、

このように「農家出身の企業家」や従業員の多く

が兼業農家であるという実態をもちやすく、農

業・農作業従事の要件をたとえ厳しくチェックし

なくても「地域に根ざした農業者の共同体」とし

ての内容を担保しうるといえる。

その点が地元外からの一般企業の農業進出と異

なるところで、一般企業の進出にあたっては、こ

のような要件がネックになり得、そこから農業生

産法人の要件緩和や一般企業の直の農地取得の要

求が出てくるのだろう。いわば「地元企業とのイ

コールフッティング」の要求ともいえるが、それ

によって「地域に根ざした農業者の共同体」にな

れるかは大いに疑問である。

④農地取得

調査した法人の多くは、利用権の設定を受ける

にとどまる。なかにはイシハラのようにやみ小作

を正規化するために法人化した例もある。ある程

度まとまった農地の所有権を取得しているのは、

朝日・世羅・日本に限られる。朝日が農地を購入

した理由は定かでないが、農業法人の意思という

よりは朝日酒造あるいは朝日酒造から派遣された

役員の考えに基づくもののようで、当時は朝日は

農地取得にかかわっていなかった。また離農農家

から農地の買い取りを求められ、棚田を購入しり

もしている。いずれにせよ法人は農地取得により

重い借金を背負うことになり、年々の剰余のかな

りの部分をその返済に当てている。現在は法人の

意思と資金による農地取得に転換している。

世羅と日本の場合は、国営農地開発地の購入で

あり、地元・関係機関が売却先を探していた物件

である。そして法人側も大規模温室の建設にあた

っては、団地的な安定した権利の土地取得が不可

欠であり、このような両者の思惑が一致したとこ

ろでの農地売買といえる。

これらの例を除けば、いずれの法人も農地の購

入ではなく借入を志向し、その方が資金の有効利

用になり、採算的にも得であるとし、株式会社の

農地購入の是非についても概ね否定的である。な

によりもそういう形で地元に入って来られるのを

警戒している。

⑤地元との関係等

前述のように調査法人は「地元農家出身の企業

家」による農業法人の設立という色彩が強く、地

元から浮いた存在といえない。ただし世羅と日本

は国営農地開発地区にポツンと立地しており、地

元からは隔絶しており、具体的な関係もない。既

に地元の労働力需給はタイトであり、拡張すると

すれば日本全国に適地を求めることになるとして

いる。地元に対する帰属意識はなく、また温室栽

培はそもそも立地を選ばない。しかし今のところ

はかなりの敷地を確保しているようにみうけられ

る。

調査した法人のいずれも環境に対する配慮は強

く、その点は世羅、日本も変わりない。とくに朝

日、イシハラ、新福、エコは商品自体を有機、減

農薬等として差別化することを方針として実践し

ている。

問題は地元の担い手農家との競合であるが、そ
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の点について農家サイドからは調査していない。

たとえば朝日は朝日集落における唯一の担い手経

営になっており、また南九州の各法人は前述のよ

うに契約農家の高齢化を背景に契約栽培から作業

受託、そして利用設定による直営農場化という道

を歩んでおり、地域農業の高齢化に対する危機感

が法人展開の背景になっている。

ただし都城市をとれば、報告した以外にも有限

会社はざまが、豚6.5万頭、牛7,000頭、野菜110ha

経営をしており、「『耕作を続けられんから、はざ

まさん、借りてくれ、使ってくれ』という農家が

実に多いんです。田んぼは転作奨励金などが入り

ますから、なかなか手放しませんが、畑はどんど

ん集まる。60歳以上のおばあちゃんが『70歳にな

ったらうちの畑を借りてくれ』って何人も予約し

ていくんです。ですから経営面積が200ha、300ha

になる日も近い」(6)という。そのほか、農協出資法

人の有限会社アグリセンター都城が107.5ha(うち

茶園85ha)、そしてイシハラが48ha(共同委託を含

めれば100ha弱)、新福が70haで、以上の主な法人

を併せても、400ha弱、市の畑面積2,738haの29%

を占めるに至っている(鹿児島への出作もあり、

またアグリセンター都城は旧都城市外にも展開し

ているで単純な計算はできないが)。

このような状況は家族経営の担い手農家の借地

確保を困難にしている可能性があり、また前述し

たように法人間の借地をめぐるバッティングも起

こっている。しかし貸す側としては借地関係の安

定性が問題であり、高齢化に見舞われている家族

経営が法人に太刀打ちするうえでのハンディもあ

ろう。

都城でも水田は集落営農とその法人化(農事組

合法人夢ファームたろぼうが代表的)、畑は農地流

動化という分化が強まっており、関係機関は集落

営農やその法人化に力を入れているが、畑をめぐ

る調整も重要な仕事だといえよう。

⑥おわりに

地元企業の農業進出、とくに食品産業等のアグ

リビジネスの農業参入は「地域にねざした農業者

の共同体」という農業生産法人の定義から大きく
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は外れておらず、高齢化が進む畑作地帯等では地

域農業の担い手の一つに位置づけられうる。しか

し水田農業についてはどうだろうか。特区等で地

元土建業等の水田進出も報告されているが、畑作

ほど一般化しうるかは疑問である。水田農業は水

利共同体としての「むら」に深く根ざしており、

また米価等の収益性からも企業採算に乗りにくい

し、集積可能性も限られている。水田農業につい

ては家族経営とその集落営農化、さらのその法人

化が一般的な方向と思われる。

企業の農業進出に関わる問題として、撤退に伴

う耕作放棄や投機的取得、また農地耕作者主義に

基づく事前規制から事後規制へという規制のあり

方が論点とされてきた。調査した法人について撤

退が問題になる状況にはないが、筆者が調査した

別の地域の法人については、累積赤字が3,000万円

を超えたら撤退という条件を親会社から示されて

いる法人があった。営利企業として撤退の条件を

決めておくことはある意味で当たり前のことで、

その場合には当該法人としては利用権の残り期間

は管理耕作したうえで借入地を返還するとしてい

る(7)。逆に世羅、日本の場合は、他の法人等の撤

退跡地を含む農地への立地である。法人が他の法

人等の撤退をカバーする立場にもあるわけである。

規制のあり方をめぐっては、前述のように農地

耕作者主義に基づく事前規制は、結果的に企業の

農業進出を地元企業のそれに限定し、「地域に根

ざした農業者の共同体」の実を担保する役割を果

たしている。しかし農地耕作者主義にとって肝心

の農業従事、農作業従事の点で十分な確認の手だ

てをもっていない。農家出自の地元企業の進出で

あれば一定の信頼関係があろうが、一般企業の進

出の場合には問題を残す。事後的にも状況のチェ

ックが欠かせない。その場合に現在の農業委員会

への農業生産法人報告書は法人要件(農地、売上

高と内訳、構成員の議決権・農地提供面積・農業

従事無日数・取引関係、業務執行役員の住所・年

間農業従事日数・農作業従事日数)を報告させる

だけであり、形式的な届け出に終わっている。と

くに従事日数チェックは難しい。さらに決算報告
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書の添付など、活動状況をより具体的に把握しう

る方法はないものだろうか。

また各地域にまとまった数の法人が立地する状

況が生まれているなかで、県規模での法人協会の

みならず、地元の法人を団体に組織し、農業委員

会や行政等と定期的に意見交換する場が設けられ

てよい。それは農業委員会等に対するプレッシャ

ーにもなるが、農業法人企業を地域農業の担い手

と位置づける限り必要なことであろう。

なお法人の認定農業者としての認定も、それぞ

れの地域によって、数年かけて実績をみてからと、

設立と同時に計画書が認定される場合があるよう

である。前者の方が望ましいのは言うまでなく、

その際に決算報告書等のチェックは欠かせない要

件である。今後、認定農業者であることが直接支

払い等の要件になるとすれば、厳格・公平な取扱

いが必要である。

(注)

(1)その経緯については次の拙著を参照。『食料主権

21世紀の農政課題』日本経済評論社、1998年、『日本

に農業は生き残れるか』大月書店、2001年、『農政「改

革」の構図』筑波書房、2003年、『「戦後農政の総決

算」の構図』筑波書房、2005年。

(2)倉内宗一「法人農業経営と農業構造改革」東京農業

大学農業経済学会編『農と食の現段階と展望』東京農

大出版会、2004年、農政ジャーナリストの会編『日本

農業のうごき148構造改革特区は何をめざすか』農

林統計協会、2004年。本稿で特区方式を扱わなかった

のは、特区方式の利点をあげつらうことも、そこでの

不満をとりあげることも、制度にはプラスしないと判

断するからである。

(3)特区に限らず株式会社の農業参入をトレースしたも

のとして、室屋有宏「株式会社の農業参入」『農林金

融』2004年12月号、金子弘道「企業の農業参入」日本

経済研究センター『農政改革とこれからの日本農業』

2005年。

(4)拙著『農政「改革」の構図』前掲、第4章を参照。

(5)室屋・前掲論文。

(6)金子弘道編『トップが語るアグリビジネス最前線』

家の光協会、2003年、156頁。

(7)静岡県磐田市竜洋町の有限会社すいえん農場の場合。

拙著『「戦後農政の総決算」の構図』第4章。


