
上越地域における地域農業支援システムの展開と集落営農 49

【現地調査報告】
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はじめに-取り組みの概要-

現在の上越市は、高田市と合併した旧上越市に

13町村が合流して2005年1.月にできあがった、面

積972平方キロメートル、人口21万の巨大合併市で

ある。市といっても中山間地域も抱える農村部の

「都市」に他ならない。

片や農協は、2001年に7農協が合併し、上越、

妙高2市(旧2市7町8村)にまたがる正組合員

24,058人、准組合17,611人、計41,699人のこれま

た巨大農協になっている。7農協になる前の1980

年代までは同地域に30余りの農協があったという

から、それからすれば飛躍的拡大である。また上

越農業普及指導センターの管内も上越・妙高両市

にまたがり、農協と籠城を同じくしている。

以下、上越市のみを紹介すれば、総農家数は2005

年で10,601戸、平均面積1.72ha(県平均1.92ha)、

うち水田が94%。販売農家が8,057戸で76%、自給

的農家が1/4を占め、販売農家のうちⅡ兼農家が

76%を占める(専業14.6%、1兼9.8%)。2004年の

上越市の農業粗生産額は226億円、うち米が77%、

畜産が11%、野菜が8%を占めるが、耕種農業は

圧倒的に米と転作物(大豆2.4%)である。

経営耕地規模別には5ha以上が369戸(3.5%)、

内10ha以上が117戸存在する。認定農業者は個人

841人、法人69である。

ちなみに妙高市についても簡単にみれば、農家

数2,842戸、平均面積1.13ha、販売農家が49%と半

分、販売農家のうちⅡ兼が76%を占める。5ha以

上は26戸、10ha以上は7戸と一段と零細で自給的

だといえる。認定農業者は個人111、法人5である。

以上、要するに行政も農協も、その規模におい

て今日の広域合併の典型例といえる。このような

広域合併地域において、今日的な担い手や法人の

育成、品目横断的経営安定対策や生産調整に行政

や農業団体がいかに協同して取り組むかは大きな

課題だといえる。

この課題に対して地域の関係機関は2005年に上

越市担い手育成総合支援協議会を組織した。同協

議会は地域の全関係機関(市、農協、上越東農林事

務所、県上越振興局農林振興部、共済組合、農業

委員会、上江・中江・頚城土地改良区、県土地改

良事業団体連合会中頚城支部)から構成される。こ

れは国の方針に沿ったものだが、その下に実働部

隊としての事務局=推進チームを市農業振興課内

に設けた点が特徴的である。そのスタッフは、農

業振興課担い手育成係5名、農協2名、県振興局

2名、協議会コーディネーター4名、事務臨時1

名、そして冬期間のみ雇用の男性1名からなる。

農業振興課の職員を除いて10～11名の体制である。

農協と県の職員は出向の形はとらず協力職員とな

っている。

農業委員会等のその他組織は協議会の構成員で

はあるが、事務局には人を送り込んでいない。実

質は市行政、農協、普及指導センターの三者体制

といえる(妙高市も同様の体制はできているが、実

態的には農協2名、普及1名と市が金曜の午後に

打合会をしている)。

このような取り組み体制の下では、農業委員会

は従来通りの農地流動化を担い、市農業振興課は

固有には認定農業者育成、協議会は後述するよう

に主として集落営農、法人化の取り組み、農協は

固有には以上ではカバーできない農家に対して農
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協出資法人・アグリパートナーで対応しようとし

ている。つまり協議会というワンフロア化につい

ては完全に戦略意思を統一しつつも、それぞれが

独自領域を追求している面もあるのが特徴である。

以上を踏まえて本稿では、諸組織の状況と取り

組み(1)、集落営農の組織化事例(Ⅱ)についてみ

ていくことにしたい。

Ⅰ

諸組織の体制と取り組み

1上越農業普及指導センターと農業委員会

(1)普及指導センター

県には12の地域振興局があり、上越振興局は上

越市・妙高市を管内としている。局は5部からな

り、農林振興部は農業振興担当=上越農業普及指

導センター、農村振興担当、森林・林業担当、上

越東農林事務所からなる。上越地域については東

頸城郡が独立したり統合したりの曲折はあったが、

現在は前述のように農協のエリアと同一であるこ

とが、大きな特徴である。

県の農業普及指導センターは新潟振興局管内が

3つあるので全部で14になっているが、基本は旧

郡単位である。それまで24の普及センターがあっ

たのが、1980年代はじめの全国的な体制再編時に

現在の体制に改められた。交付金の対象となる普

及員数は県計でかつては310名だったが、現在は

256名に減っている。上越は内24名である。

新潟県の普及体制はずっと地域班体制をとって

きたが、6年前から半分を専門班体制に切り替え、

上越もそれにならった。そして3年前から全県的

に専門班体制になった。その背景には、普及が高

度先進技術の普及を担うという建前があったが、

地域班だと市町村数により定員が規定され、市町

村合併で定数が減らされるという問題もあった。

上越では普及担当、作物担当、園芸1担当、園芸

2担当に分かれる。

しかし専門班体制では市町村の窓口が不明確に

なるため、県としては全県的に地域班を併用して

いる。上越の場合は4地域に分け、第1地域が旧

上越・名立、第2が柿崎・大潟・頚城・吉川、第

3地域が中郷・板倉・清里・三和、第4地域が妙

高市となっている。専門班は担い手に対象を絞り、

地域班は集落営農等を対象とする。地域の大規模

稲作農家はそれぞれ独自に動いており、技術指導

は主として園芸作になる。しかし稲作で20haを超

えると実質2名の労働力では稲単作となり、なか

なか複合化は進まない。

このような状況下で実際には地域を対象とした

集落営農支援の方が仕事はしやすいという。集落

営農ついては、今回の品目横断的経営安定対策が

始まるまでは自治体に担当がいないために主とし

て普及指導センターが育成指導してきた。「今さ

らカネめあてで集落営農を育成するのはいかがか

と思うが、上越地域は農協や自治体が『答が出せ

ないと責任問題になる』と尻に火が点いて今後の

農業をどうするか真剣に取り組んでいるので、普

及としても協力体制をとりやすい」としている。

「数あわせで作った法人は後をどうするのか疑問

であり、農家からも『だまされた』ということに

なりかねない。あくまで経営的になりたつ『点』

としての担い手法人を作りたい」という意向であ

る。その点から、後述するJA出資法人が集落のな

かで動くと、「小さな法人を作らなくても、JA出資

法人に頼めばよい」ということになって法人化に

ブレーキがかかることにならないかとしている。

集落営農育成については、協議会に出ている普

及員は全体の企画を担当し、普及センターの地域

班は後述する行政の各区(旧自治体)と連携して実

際の育成に当たる。

(2)農業委員会

農業委員会は前述のように協議会に人は送り込

んでおらず、従来業務での担い手育成への貢献と

言うことであるが、合併に対する対応にはみるべ

きものがある。合併前後での農業委員と職員の変

化は表1の如くである。委員は合併前の選挙委員

が176名、選任が53名、合併後は前者が法定上限の

40名、後者が7名だから80%減である。新たな定

数配分は有権者比で行っている。

うち女性委員は合併前の上越市に7名(選任6

名)、大潟村に2名いた。合併後は5名であり、全
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体の減り方に対して軽微である。合併に際して農

業委員会は議会側に議会推薦は女性に、かつ旧上

越市からは推薦しないで各地区にばらまいて欲し

い旨を申しいれ、その結果が女性4名の推薦(選

任)と前からの1名の選挙委員となった。

女性の農業委員が農地移動にタッチするは難し

いのではないかという質問に対しては、委員1名

が500～800haを担当せざるを得ない中で、女性委

員も一人前に農地流動化を担っているということ

である。しかし女性に限らず農業委員だけでは行

き届かないので、各集落ごとを目途に全部で768

名の農地協力員を設けている。情報確認とチェッ

クが主な仕事である。手当は325円×農家数プラス

1,500円で一人7,000～8,000円という。

職員については建前は表の如くである。合併に

伴い旧自治体はグループ制をとり、農業関係は「産

業建設グループ」に属することになつた。そこで
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農業委員会の事務局長権限はグループ長=室長に

委任し、職員は表では全員が兼務体制になってい

るが、実質的に各区に専任1名を確保している。

実質でみるとほとんど変化はないといってよい。

このような体制整備にあたっては、合併前の14

の委員会の会長・局長により合併協議会をつくり、

旧上越市が原案を出して計4回の協議会で決まっ

たという。

旧上越市の他町村への配慮が利いて、法の枠内

では最善の体制をとることができたといえる。た

だし区におりれば実質1名の専任職員、そして

18,000haの農地が相手では、協議会に人を送り込

む余裕はないといえる。

水田の標準小作料の最高額をみると、トップが

頚城区の26,000円、次いで旧上越市の23,000円、

後は18,000円前後が多い。

表1合併に伴う上越市の農業委員、事務局人員等の変化
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2上越市

(1)合併

冒頭に述べたように上越市は全国有数のマンモ

ス合併であり、住民自治の点で内外から憂慮され

たところである。それに対して上越市は全国初の

公募公選による旧町村ごとの自治区・地域協議会

制を設けて応えようとしている。委員の総数は192

名なので13区平均で15名弱となる(1)。

他方、行政の方は旧上越市を除く13の町村ごと

に自治区・総合事務所がおかれ、総務・地域振興

グループ、産業建設グループ、市民生活・福祉グ

ループの3グループが設けられた。市の総職員数

は2400名(一般行政)、区への配置は544名(23%)

であり、最大が柿崎の61名から最小が安塚の33名、

平均43名である。

農業関係は、市には農政企画課、農業振興課と

農地関係の3課がある。農政企画課は9名で、基

本計画等のプランニング、農振関係、食青、市民

農園、農業振興、施設管理、ブランド化等を担当

している。農業振興課は担い手育成や生産調整を

担当し、プロパーの職員が10名、臨時が3名であ

る。そのほか前述の協議会関係の協力職員が農協

から2名、普及から1.5名、コーディネーターが4

名いる。さらに生産調整協議会に農協から1名が

出向いており、臨時1名を雇用している。

ここが企画立案・予算と旧上越市内を担当し、

各区は前述の産業建設グループの職員が担当する。

市の説明では、産業建設グループは市(農業振興

課)の下部組織ではなく、施策展開は同格の立場だ

とするが、予算査定の権限は課がもつので、権限

的には整理統合の過程にあるとみられる。

ここで吉川区を事例に区の状況をみると、吉川

町にはかつては産業課、建設課に各9～10名の正

職員がいたが、その後に産業建設課に統合して15

名の職員となる。それが合併に伴い産業建設グル

ープ9名になった。うち1名が前述のように農業

委員会専従なので、実質は合併により半減したと

言える。体制的にはグループ長=参事1名、建設・

観光・産業の3班に分かれて仕事をしている。経

営安定対策対応については集落等にPR活動をし、

手が挙がると区の手に負えないものは区が段取り

して協議会に説明等してもらう。窓口機能が主だ

と言える。

市に戻ると、農業振興課長、担い手担当の副課

長ともに旧上越市以外の出身であり、とくに後者

のS氏は旧吉川町の農政係長・農業経営改善支援セ

ンター長から抜擢された。すなわち今日の協議会

のDNAは吉川町にあるといえる。そこで以下、

吉川町での取り組みを見る(2)。

(2)吉川町での取り組み

S氏は2003年4月から発足した町の経営改善支

援センター長に就く。センターはセンター長1、指

導員1(普及OB)、事務補佐1名の小所帯だった。

センターの取り組みに当たっては、その前年の

12月に発せられた米政策改革大綱のインパクトが

大きい。WTO交渉の動きをみると、この大綱が

今後の農政を制すると判断し、今、集落営農を立

ちあげ、法人化しないと2007年以降が大変になる

とみた。東京の大学で農業経済を学んだ氏は、都

市近郊・米単作地帯の労働市場は兼業で出来る稲

作システムを作ったとみる。そういう総兼業的な

農業構造の下では個別の担い手・「点」だけで地域

農業をカバーしWTOに対応することはできない

として、集落営農的な「舟」を用意する必要を感

じた。農政は個別経営体の育成オンリーで、それ

は今も変わらず、後に集落営農も認めるようにな

ったが、それも「鬼子としてだ」とみる。

しかしたんなる集落営農ではダメで法人化が必

要だという判断だった。その点で国は特定農業団

体・集落営農組織に問題を矮小化したとみる。経営

安定対策の対象要件は法人だと認定農業者として

4haになるが、集落営農組織だと20haになる。その

点でも特定農業団体と同等条件の集落営農組織を

作り、それを法人化するよりも一挙に法人化を図る

方が要件的にも有利という判断もあっただろう。

しかし機械装備、損益分岐点からしても最低

20haは必要であり、初期投資の点からして既存の

経営からピックアップして組織化するのは無理が

あり、集落基盤になる。
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表2上越市の特定農業法人-2006年3月-

このような考えに基づき、表2にみるように、

2003～2004年にかけて吉川町で6つの特定農業法人

が立ちあげられている。注目すべきはS氏は表の「原

之町」の構成員であり、当事者でもある点である。

このような主体的条件に加えて吉川町は平野部

では国営・県営の圃場整備事業がほぼなされ、それ

を受けて機械利用組合的な集落基盤の生産組合が作

られていたことがあげられる(Ⅲの事例を参照)。

(3)上越市担い手育成総合支援協議会「推進チ

ーム」

協議会、その事務局については前述したが、当

事者は事務局を「推進チーム」と呼んでいる。そ

の方が実態を表すともいえる。ワンフロア化の実

態も推進チームにある。

推進チームの構成は前述したが、実は農業振興

課本体は5名としたが、担い手係長と副課長が主

として対応しており、後は臨機応変と言うことで

ある。

農協からの2名は「それなりの人を」をという

市からの要請で、52歳と48歳の者が出向ではなく

「協力職員」の形で振興課にデスクを置いて常勤

している。前者は営農振興課の新設課長(課長2名

体制)、後者は同じく営農振興課に属すベテランの

営農指導員である。

県振興局(普及センター)は1名は常勤、1名は

週の半分ほど振興課に出ている。給与も出張旅費

等も全て母体もちである。

コーディネーター4名は、57～66歳、普及OB

(柏崎の普及員から吉川町の構造改善センター嘱

託へ)、共済組合OB(参事)、と農協OB2名(営

農部長、営農指導員)である。さらに冬季のみの雇

用者1名がいる(農協をやめて専業農家になった

が、1～3月のみ勤務)。

これらのスタッフは旧上越市を主として担当し、

区の方は彼らも出かけるが、区の産業建設グルー

プ、農協の担当職員、普及の地区担当が主として

担当する。推進チームの時間配分は上越市6割、
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区4割といったところだという。要するに後発の

旧上越市に当面のターゲットをおいており、今の

ところ区の動きがゆっくりなので、これで対応で

きるという話である。

さて推進チームは2006年度に集落営農による法

人化・特定農業団体の目標として70を掲げている。

内訳は旧上越市33、柿崎1、吉川7、板倉5、清

里5、三和8、安塚4、大島1、牧6であり、大

潟・頚城・名立・浦川原はゼロである。ゼロには

両極があり、頚城・大潟のような海岸寄り平野部

の個別大規模経営の展開地帯と、その他の中山間

地域である。これらは集落、集落単位の生産組合

が主だが、複数集落にまたがる生産組合も3つあ

る。2006年8.月現在で、集落営農による法人化志

向が48、特定農業団体志向が6、既にできたのが

1、その他は未定である。

集計表に数字記載のあるのは47、その参加戸数

は817戸、面積は1011haである。1組織当たり17

戸、21.5haということにる(これに表2の117戸、

175haを足せば934戸、1186haになる)。未記載のも

のが平均並みだとすれば、70全てが立ち上がった

として、かつ既存のものも加えて、1325戸、1681ha

になる。

推進チームとしては、2006年度の実績が12、目標

の70に対して確実なのは40～50とみている。従って

上記の7割程度の参加ということになるのだろうか

(4)政策調整

経営安定対策を睨んだ集落営農等の担い手育成

に当たっては、諸政策の位置づけが重要になる。

第一に、国の政策展開との関連では、前述した

ように、また先の集落営農の志向にも見るように、

市としては特定農業集団を立ちあげてその法人化

を図る国の方式には懐疑的である。市内の集落は

後述するように小集落が多くて20haの要件を満た

せないケースが多いこと、特定農業集団から法人

化への二段階方式では、法人化を図る5年の間に

も高齢化が進んで「やめた」ということにもなり

かねない。本気で一挙に法人化を図るべきだとい

う考えだ。

第二に、農協との整合性がある。前述のように

経営的には20haを適当としたが、個別経営が隙間

産業的にコメの自家販売を追求しても20ha、4ha

のロットでは勝負にならない。隙間が活きるため

にも新潟米、上越米としての農協販売が不可欠で

ある。低蛋白・アミロースの良質米、生産履歴を

強調してきたが、市民にアプローチするには食味

だけでなく環境を切り口にする必要がある。農協

と連携して、5割以上の減農薬・減化学肥料によ

り栽培された「特別栽培米」を区分集荷・有利販

売する必要があるとしている。

そのため吉川町では2004年に「吉川農業法人連

絡協議会」を立ち上げた。加えて法人の資質向上、

経営間の連携強化を図り、その力で農協に対して

も環境保全型農業のための資材の共同購入に対し

て値引き販売を迫っている。会は農地・水・環境

保全向上対策の2階部分への取り組みのためエ

コ・ファーマーの資格取得を準備している。

ただし農協との間では後述する「アグリ・パー

トナー」をめぐり、トップの戦略意思の統一に欠

ける面もある(後述)。

第三に、生産調整政策との整合性である。生産

調整は基本的に「担い手」育成の経営安定対策と

は異なり、全員参加で痛み分けしていく必要があ

る。転作組合が多いが、それ自体の法人化は無理

だろう。転作は大豆に向かわざるをえないが、基

本的には「担い手」が転作作業受託していく方向

になる。経営安定対策のマニュアル(雪だるま君)

では、「地域の生産調整面積の過半を受託する組

織」は当分の間、農用地の利用集積目標を2/3から

1/2に落としたが、「担い手」が生産調整において

もイニシアティブをとれるような配慮と受けとめ

ている。生産調整は現実路線で行くべきで、配分

額が最終的に決まらないと対応は難しいが、額に

よってはそれを地権者と分割することもありえる。

みんなで痛み分けすることが大切である。

なお生産調整にあたっては、農協から市に協力

職員2～3人を追加してもらい水田農業推進協議

会としてワンフロア化を図っていく。
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3えちご上越農協とアグリパ-トナ-

(1)体制

農協は前述のように合併によりマンモス農協と

なり、経営管理委員会・理事会体制を敷いている。

7部からなり(別に監査室)、営農関係は営農生活

部が所管する。部には課が5つあり、その一つが

営農振興課である。営農振興課は本店人数が13名

で、うち2名は直売所担当である。

支店は33あるが(さらにその下に35店ある)、

2006年度中に中学校区単位の23に統合する計画で

ある。営農指導員は75名いる。内訳は園芸20名弱、

畜産2名、生活12名で残りが耕種すなわち水稲と

転作である。園芸と言っても実際は半分以上が耕

種の仕事にたずさわっている。作物(米・大豆)の

仕事が95%ともいう。営農指導員は支店には駐在

せず、本店と4つの営農生活センターに所属する。

その補完として2006年度から各支店に営農経済

渉外係を2～3名つつ配置し、専任で出向く営農

指導・経済事業を展開している。担い手と農協の

バイブを太くする狙いである。

(2)農協の担い手支援対策

農協の担い手支援対策は表3の如く充実してい

る。いうまでもなく担い手が一人前になれば農協

から離れる。その原因を解明し、3年前から担い

手対策を講じている。表に即してみていくと、①

～④がメインだが、そのうち①から③は協議会と

して担う。問題は担い手以外の農家をどうするか

で、これが難問であり、④と⑫を結びつけたアグ

リパートナーの立ち上げとなる(後述)。

⑦の機械導入については、とくに転作大豆等の取

り組みについて各自で機械を導入したのではコスト

高になるとして、大豆転作1,300haに必要な機械は基

本的に農協が導入しリースするようにしている。

⑧の施設利用料は担い手については10%割引と

している。施設利用のコストダウンについてはこ

れまで農協職員が担当していたが、定年退職者が

40名にもなるなかで、それを65歳まで再雇用する

ことで、経験者を正職員より低い賃金で雇うこと

が可能になるとし、既に屑米の精選施設で取り組

55

んでいる。

⑪の農家の直接販売支援にっいては、理事会で
一度は否決されたものの「自己取販売米取扱要領」

に基づいて実施されている。大型農家が農協から

検査済み、倉庫保管の米を引き取り自家販売する。

手数料は1俵1,500円だが、もう少し安くしたい。

関連にして担い手に限らず、出荷契約の6月段

階で出荷奨励金として60kg8,000円を支払ってい

る。農家としては資金ショートを避けられる。

⑬の法人出資については、30万円か出資金の

1/10のいずれか少ない方を出資するとしている。

農家としては300万円以上の出資になれば30万円

の農協出資を受けられるので、300万円が一つの目

安になるが、実績はないようである。

⑮については、大口利用者奨励として、肥料農

薬の合計金額が21万円以上は2%、31.5万円以上

は3%、52.5万円以上は4%、105万円以上は5%

以上の割引としている(105万円以上については個

別割引)。さらに担い手についてはプラス1%上乗

せしている。

資材は基本的に農協まで取りに来て貰う「引き

渡し価格」にし、配達料をとることにしている

(20kg84円)。そのため取りに来るのが大半で、物

流コストの削減にもなる。

(3)農協出資農業生産法人・株式会社アグリパ
ートナー

①背景

農協、具体的には営農生活部長が設立を思い立

った背景の一端は、2005年の農家組合長アンケー

トに示されている。すなわち上越地域を例に取れ

ば、個別の拡大志向の後継者がいないが2/3、離農

跡地等を担い手が耕作できないが半分、耕作放棄

される可能性が高いが48%、中山間地域に至って

は3/4を占める。そして集落の法人化あるいは既存

受託組織の意向が80%にものぼる。

また管内の集落の面積別分布は表4の通りで、

集落営農経営体の基準面積20ha未満の集落が3/4

を占める。協議会が設立を予定している集落営農

は前述のように上越市に限定されるが70に過ぎな
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表3えちご上越農協の担い手支援策

い(数集落のケースもあるで集落数は70以上、ただ

し実現可能性は別)。法人化・認定農業者化すれば

政策対象要件を4haに引き下げ可能だが、それを

抜きにすれば圧倒的に政策対象外の存在だといえ

る。もちろん集落営農ではなく個別経営が地域農

業を担うこともできるわけだが、昨年も認定農業

者が4名死亡し、その農地は総計40haに及んだと

いう。そういうなかで隣の農家にあずけているが

いつ耕作できなくなるかという心配があり、農協

が預かってくれるなら安心だという声がある。ま

た今がんばっている人も受け皿があればこそがん

ばれる間はがんばるという安心感が生じる。

表4えちご上越農協管内の耕作面積別隼落数
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②狙い－受け皿作り

経営安定対策のもとで、主として市農業振興課

が取り組む個別認定農業者、協議会で市・農協・

普及センターが取り組む集落営農の法人化のいず

れにものれない農家を何とかしなければならない、

農協理念として一戸でも多くの農家が結果的に経

営安定対策にのれるように、というのが趣旨であ

る。①の述べたように951集落あるなかで例え150

集落が集落営農・法人化できたとしてもあと800

集落が残る。その受け皿として農協出資法人を位

置づけたい。従って自分たちで作れると言う農家

は市の方にいってもらう。

とはいえ中山間地域の営農条件の厳しいところ

はこちらでも受けるわけにはいかない。そこをど

うするかは残された課題である。

③仕組み－仲間作り

複数農家に地域でグループ(仲間)を作ってもら

い、個々に農協農地保有合理化法人に利用権を設

定する。農協は農地利用調整会議を経てアグリパ

ートナー(以下APとする)に農地を転貸する。地

域グループごとに作業班を作り、班長の下に作

付・収支計画、作業料金、生産資材、基幹4作業

の計画、肥培管理計画を検討し、APに報告し、

APからの指示に基づいてグループの圃場の作業

を行う、というものである(図1。このように「会

社の指示で作業員が農作業する」という形式で、

「会社が農業している」という建前を担保するわ

けである。

個々の農家が農協合理化法人に利用権を設定し

た田の作業を自分でしたのでは、APはたんなる

経営安定対策向けのトンネル機関となり、利用権

設定は自作の偽装形態に過ぎなくなる。そこで強

調されるのが、一戸で参加はアウト、必ず複数で

グループをっくる点である。

複数といっても集落ぐるみではない。現実の集

落営農を見ると集落の全戸参加というケースは一

つもない。全員合意は困難で、それを待ったので

は始まらない。「とりあえずどんなかたちでもよ

いから舟に乗せる」のが趣旨である。従って地域

で概ね合意がとれていれば可であり、戸数・面積
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等の条件はいっさい付けない。実際に3戸で2.5ha

という集落営農もあるのが頚城の現実である。

具体的には二つのケースを想定している。パタ

ーンAは5戸の全戸が作業して5haを経営してい

るケースで、この場合は5人が1作業班として参

加する(図1のパターン)。パターンBは当該地域

に5戸いるが、うち2戸は残り3戸のいずれかに

農地を貸して作業はしていないケースで、この場

合は5戸ではなく3戸での参加となる。利用権は

農家からAPに移転される。要するにあくまで実

質的に作業に出ることが参加の条件である。作業

班の内部での実質的な受委託関係は大いに展開し

うるし、今後は作業班の間の受委託も成立しうる。

このような作業の仲間作りが受け皿づくりと並

ぶもう一つの趣旨である。こうして作業員の一員

として法人経営を学び、数年後には「のれん分け」

して法人化するのが「出口」であり、もう一つの

建前である。しかし4haとか20haでは将来的な競

争力はない。出口は最低で20ha、できれば200ha

を考えている。APの構想を地元で話すと、なら

ば学校区、用水、支店単位がいいではないかとう

意見も出るが、初めからそのような理想を言うの

は現実的でない。あくまで舟に乗せることが大切

だと営農生活部長はいう。

作業班を作るに当たって最大の問題はリーダー

がいないことだ。そこでリーダーといわず、前述

のようにAPに検討結果を連絡し、指示を仰ぐ、

連絡調整係として「班長」を選んで貰うことにし

ている。

④組織

法人登記は2007年1月になされた。構成員は役

員3名のみであり、農家は構成員にならない。従

って農事組合法人ではなく株式会社形態の農業生

産法人である。農協が300万円出資して、経営管理

委員会の副会長が役員になる。その他の役員は66

歳と60歳の農協OB(66歳氏は農協職員から8ha

経営の認定農業者になった人、60歳氏は監査室

長・経済部長を歴任した人)で各5万出資し、出

資金合計は310万円である。その他、事務職員とし

て女性一人を雇用する。
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図1アグリ・パ-トナの作業班組織のイメージ
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定款に、事業として土地利用型の農業経営、農

作業の代行・請負・委託、農産物の加工・販売、

農業機械・施設の利用貸付等を掲げている。収支

計画書では、収入1.3億円のうち加工品販売高が

1.2億円弱で大半を占めており、その実態は前述の

屑米選別加工事業である。ここから分かるように

APは農協施設の運営で経営的に成り立たせるこ

ととされており、農産物販売に至る農業経営をす

るわけではない。直営としては2～3haを予定し

ている程度である。管理手数料としては販売代金

(仮渡金)の4%を徴収することにしている。それ

とて雇用した女性1人の賃金を賄えればという計

算である。

そして前述のように農協定年退職者を数名程度

再雇用して施設運営を充実させていく方向である。

それは農協事業の子会社化であり、農協合理化事

業により利用権の再設定を受けての一連の業務は
一種の農家サービスだといえる。

⑤運営と収益配分

利用権は期間10年で、移転の場合は残存期間を

引き継ぐ。小作料は畦畔込みの支払いで10a・

20,000円である。経理はAPに一元化されるわけ

だが、実際は作業班ごとの積み上げ計算である。

作業班はパソコンの設置を義務づけられ、計数を

打ち込んで報告する。

費用計算にあたっては、①田植えの苗運び、刈

り取りの籾運搬といった作業は労務費として作業

班ごとに賃金設定する。②機械作業は作業班ごと

に決めた作業料金の支払いで処理する。標準料金

の七掛けを目途にしている。自分の田を耕作する

のに一々労賃計算しているのは煩わしい。③肥培

管理費も作業班ごとに決める。個人の努力を反映

させるか、プール計算するかも作業班の判断であ

る。

現状での試算を示したのが隠2である。小作料

が収入の16%と想定されているので、先の小作料

20,000円から逆算すれば反当粗収入は125,000円

ということになる。コシヒカリ9俵、単価15,000

円として計算すれば135,000円なのでやや低めに

抑えた計算かも知れない。肥培管理料も小作料と
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同率にされているので金額にして20,000円という

ことになる。この試算では農業所得率42%とされ

ているのがポイントである。農機具をリースする

ことになっているが、自分たちのものを使えば所

得率はもう少し上がる。

しかし最大のポイントは自分たちの決めた作業

料金や賃金単価をAPに報告したうえで、あとは

作業量、労働量、代金等をコンピューター入力す

ればAPが計算してくれ、特別に会計担当をおか

なくても「経理一元化」ができる点である。

⑥目標と実績

当面は1,000haの目標にしたが、2月末現在の実

績は200haであり、農協職員、農協OB等が関与し

た集落からの申し込みがほとんどであり、現状で

は農協のコネによるものといえ、一般化はこれか

らの課題である。

大豆転作にっいては、以上の稲作関係とは別だ

と位置づけている。転作については管内で100、上

越市内でも50の任意の転作組合があるが、これは

解散し、新たに個別の担い手なり法人に作業委

託・販売権譲渡し、担い手側が販売代金と交付金

を受領し、そこから作業料金を差し引き、幾ばく

かを地権者にバックすることになるだろうが、全

額を返すことは不可能だとみている。

APとしては、水稲と同じ方式を予定している。

すなわち大豆転作田の利用権の設定を農協合理化

事業として行い、APが再設定を受ける。APは

大豆作業受託組織と集落大豆転作組合を作業員と

して雇用し、それぞれ機械作業と管理作業を行わ

せる。大豆転作組合は利用権を設定した農家と同

じことになるケースが多く、その場合は結果的に

利用権設定といっても農家丸投げに近くなる。収

益配分関係も稲作と同様である(利用権設定をせ

ず、基幹作業受委託と販売委託契約でやる方式も

あるが、その場合は作業受託したものを農家に再

委託することになる)。

このような地権者と受託組織の関係、APとの

利用権設定関係の両方が考えられるが、前者が多

いのではないかとみている。
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図2アグリ・パートナーの元経理のイメージ
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⑥まとめ

農協がこのような方式を考案したことについて

は、十分な現実的根拠があってのことと評価でき

る。行政サイドは集落営農・法人化方式との競合

を懸念した。APのような受け皿ができれば、無

理して集落営農を組織し、法人化を図る必要がな

くなるとみるからである。しかしⅡの事例でみる

ように一定の棲み分けがなされることになると思

われる。

問題はこの方式が、APが「利用権の設定を受

けて農業経営を行う」という実態をどこまで確保

し、たんなる経営安定対策のためのトンネル機関

の設立、利用権偽装方式とみなされないようにす

るか、である。そのために農協は個人参加はアウ

トとし、必ず複数でグループを作業班を組み、作

業班として作業に取り組むこととした。この場合

に、協業でやれば問題はないが、個人で作業する

場合も、自分の田の作業を自分でやるのではなく、

そのケースも含めて作業班内で広範に実質的な受

委託関係(他人の田の作業をやってやる、自分の田

の作業をしてもらう)が展開すれば、たんなる利用

権偽装とはいえず、「APの経営主宰権のもとに

作業班が作業を行う」という関係を主張できよう。

しかし経理一元化という意味ではAP方式はど

うだろうか。作業班の収支の積み上げとしてAP

の収支があると説明しており、それならば経理一

元化といえるが、収支計画書では、米の販売代金

や米生産経費を計上していない。これでは経理一

元化とはいえないのではないか。APがナラシの

交付対象となるためにはAPとしての経理一元化

が求められる。すなわち作業班収支を総計した収

支がAPの損益計算書に計上されるべきである。

それは例えば富山県射水市大門町のファームふた

くちが先行している形である(3)。

Ⅱ

集落営農の事例紹介

以上は行政や農協の地域農業支援システムを見

てきたが、問題はこれらが現実にどう機能してい

るかである。そこでⅡでは、このような支援シス

テム以前に成立した法人の事例(竹直)、支援シス
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テム下で立ち上がった事例(六万部、灰塚)、そし

てアグリパートナーに参加した集落(東京田)の4

事例をみていくことする。

1農事組合法人「竹直生産組合」(旧吉川町)

竹直集落は、旧吉川町の中心部から西北へ2km

の頚城平野の真ん中にある。総戸数59戸、農家52

戸、水田86.5ha、畑4.6haの集落である。専業農家

は1戸、1兼はゼロで、Ⅱ兼51戸である。法人に

は専業の1戸を除き残り全戸が加入している。構

成員は重複もあり54名になっている。オールⅡ兼

法人といってよい。

現組合長のY氏(51歳)も父の代からの兼業農家

で、父はサラリーマンの土日朝晩農業だつた。本

人もクレーン車の契約社員を28年続けている。後

継者は兼業で父の農業を助けるのがこの地域の一

般的な姿だという。またこの地域は現在も杜氏の

出身地でもある。

竹直ではO氏(現在83歳)が強力なリーダーシッ

プを発揮してきた。0氏は兼業農家で町会議員や

農業委員会会長を務めた政治家であり、税理+を

使わずに法人を立ちあげてしまうほどの才の持ち

主でもある。現在は法人の顧問である。

竹直では後述する国営パイロット事業の前から、

それに関係なく、機械利用組合や転作組合の集団

活動を活発にやってきた。前者は1991年の立ち上

げで、トラクターとコンバインの利用組合として

組織され、オペレーターが各5～6名張り付き、

全戸が手伝いに出て、出役労賃で清算する方式を

とってきた。田植は個人でやっていた。後者は大

豆のブロックローテーションで、これも全戸で出

役した。

竹直は1948年という早い時期に10aの区画整理

を行い、その後、暗渠排水工事等も行い、稲作に

特段支障はなかったが、より省力化・効率化をめ

ざして、1992年からの国営農地再編パイロット事

業に手を挙げることにした。50a区画が中心だが、

条件のよいところは100a区画も可能である。補助

率は国県60%に町が10%上乗せしたが、すでに繰

り上げ償還している。
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工期は1997年までかかったが、その前年の1996

年に農事組合法人「竹直生産組合」を立ち上げて

いる。既に機械利用組合の頃から農機具の個人更

新は行わない旨申し合わせをしていたが、国営事

業にあたってアンケート調査を行ったところ、

「集落営農」「組織による営農」の声が多かった。

3年間かけて話し合いをし、経営主・青壮年・主

婦の三階層にわけて研修会や先進地見学も行った。

1995年に生産組合の意向を確認し、1戸を除く全

戸参加を得たわけである。

専業農家の1戸は参加しなかったが、当該農家

は個別の規模拡大の意向をもち機械も自分で揃え

て利用組合の時代から参加していなかった。生産

組合の設立にあたっては参加の意向だったが、設

備投資した機械等を組合にもちこみたいという意

向があり、それが通らず不参加となった。組合側

としては投資の借金がなくなったら参加してよい

という意向である。本人は48歳、妻と2人の農業

で自作地2ha、借入地が集落外から7haの9ha経

営である。借地は町内一円の親戚等からのもので

ある。

全戸協業の立ちあげに当たっては、前例がなく、

役場の担当者からも、「資本主義の日本では成り

立たない、解散したら」と言われたそうだが、そ

の後は1で示したように吉川町は集落営農の先進

地になった。竹直はその先鞭をつけたわけである。

有限会社か農事組合法人かの選択理由は必ずし

も明らかでないが、全戸参加という実態からして

組合法人がふさわしいといえる。生産組合は1997

年に特定農業法人の認定を受けており、それに伴

う積立金の免税措置が組合法人の選択理由だとし

ている。

組合の紹介パンフレットには「生産組合の設立

条件」として、集落一農場、組合員の水田は利用

権設定する、必要に応じて農作業に従事、機械の

個人所有はしない、生産物の販売代金は一括組合

のものとする、利益は農地の持ち分に応じて地代

として支払う、欠損は農地の持ち分に応じて補て

んする、が唱われている。

出資は、平均割り1戸2万円、反当6,500円、農

協が320万円で合計957万円である。農協出資は要

綱に書かれているので受け入れたそうだが現状は

足かせになっており、配当はしていない。役員は

1期3年で理事7名、監事2名である。組合長は

理事の互選で年報酬は200万円である。

設立に当たっては建物まで含めて1.5億円程度

の投資を行い、うち9,000万円が補助金だった。現

在も借金が800万円程度残っているという。組合の

資料では組織設立前の1996年の参加農家の所有機

械はトラクター43台、コンバイン31台、乾燥機24

台等、金額で合計2.6億円に及んだが、組合設立後

はトラクター・田植機・コンバイン・軽トラ各3

台で計7,300万円にとどまっているとしている。

10a当たりにして29,700円から16,245円への55%

のコスト削減だという。

現在の機械保有は、トラクターが33馬力から115

馬力まで5台、田植機が6～8条4台、コンバイ

ンが5～6条3台、大豆汎用コンバイン1台等を

もち、施設としては組合事務所、加工施設、格納

庫等をもつ。組合事務所の2階は町内会等の会合

にも使っている広いものである。ライスセンター

はもたず、農協利用しており、900万円の支払いを

しているが、あと4年で自前のライスセンターを

設立できるとしている。

水田面積は76ha、内2haは法人所有である。後

継者がどこの家も育たず耕作放棄が懸念されるな

かで、手放す農家があれば法人が買い取る意思で

あり、実際に新潟県農林公社を介して、立ち上が

りと2～3年前の2回にわけて4戸から購入して

いる。売却農家は離農し法人メンバーではない。

反当60万円程度である。今後とも状況に応じて購

入するつもりである。

その他は構成員からの利用権設定であるが、集

落外が2haある。集落内水田は水稲53ha、大豆転

作21haである。大豆圃場はかなり固定化している。

オペレーターは5名、51～76歳にまたがり、最

年少は組合長である。しかし田から足を洗わない

ようにということで、日曜祭日は若い人にもでて

貰うようにし、それがプラス5名ほどいる。ウイ
ークデーは年配者が作業するようにしている。出
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役は男女、職種にかかわりなく時間1,100円である。
一般の集落営農と異なるのは水管理・畔草刈り

である。4～10月にかけて季節従業員5名を雇い

(70歳台の杜氏が主で、息子は組合員だが本人は員

外)、畔草刈り等をしてもらう。ただし組合員、と

くに若い人が出役する時は雇用者は外し、また

2006年から土日曜には組合員もでて草刈りをする

ようにしており、季節雇用者も7名から5名に減

らした。水管理は地権者戻しすると「自分の田だ」

という意識が出て集落営農に逆行するということ

で、組合でやることにしている。といってもバル

ブ灌水なので順番にやっていくことができロスが

ない。

加工にも取り組み、大豆の味噌・みそ漬け加工

をパート2名を入れてやっている。青空市や農協

の販売店等で売り400万円ほどである。みそ漬けの

野菜は組合員農家から購入する。加工は拡大した

い意向である。育苗ハウスは現在のところ物置に

なっているが、新しい野菜の試作などをしている。

現在は専従の常勤者1名(56歳、470万円)を雇用

し、大豆加工や季節雇用者5名の作業指揮をさせ

ている。

農産物の販売や資材購入は専ら農協を通じてお

り、資材購入については5%引きの適用を受けて

いる。

2005年(暦年会計)の経営収支をみると(年度に

またがる産地作り交付金の圧縮特別勘定を修正し

て2005年度分を収益に計上する修正をほどこす)、

収益は1億1,450万円、事業収入が1億円、稲作

9490万円(内担経294万円、稲得321万円)、転作372

万円(内交付金174万円)、味噌・漬け物264万円(先

の400万円とは異なる)、作業受託131万円。稲作収

入が93%を占めるが、プラスαの収入も求めてい

ると言える。事業外収入は補助金・奨励金が主で

1,194万円、うち産地作り交付金が675万円である。

支出では、費用が1億1,642万円、主な内訳は製

造原価的な費用4,871万円、事業管理費4,552万円、

固定資産圧縮損1931万円である。

いま補助金等を差し引いた事業収支のみをとり

だせば(役員報酬、労賃、地代、税金、減価償却費
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を含む)、収支とも9400万円でほぼトントンである

(固定資産圧縮損1,900万円を費用に含む)。

これに補助金的なもの1,800万円(担経、稲得、

大豆交付金、産地作り交付金、農協奨励金やとも

補償等)が加わり、先の固定資産圧縮損による早期

償却もある(会計処理場は産地作り交付金の年度

間調整があるため、収益1.3億円、費用1.2億円で、

当期利益金1,063万円の黒字、前期繰越も含めれば

当期末利益金は4,315万円にのぼり、準備金957万

円、特別積立金2,000万円、次期繰越金1,358万円

で、ほぼ利益は次期に繰り越している)。

小作料は21,000円で予算計上されるが、決算で

は「配当代わり」にプラス5,000円にしている。小

作料は16,000円の時もあったが、ここ三年は上乗

せできている。

実質的には補助金等を抜きにした事業収支でト

ントンにもっていつており、補助金等はそのまま

純益になる計算で、多くの稲作法人が事業収支の

赤字を事業外収支(補助金)で補てんしてトントン

にもっていっている(4)のとは極めて対照的であ

り、低コストでパフォーマンスの高い経営になっ

ている。

今後については、若い人は勤務優先だし、現在

のオペレーター5名も高齢化してくるので、専従

者3名体制にもっていきたい。募集しているがなか

なか応募がなく、農業大学校にも募集をかけてい

るとしている。

機械装備からしてあと10～20haは拡大可能であ

り、近隣集落に打って出る意向はあるが、そこで

も集落営農への取り組みが始まっている。

機械利用組合は「出てナンボ」の世界なので、

みんな出役しようとして過剰人員になり無駄が多

く、やはり法人の方がよい。また法人としての積

み立てが大切であるとしている。

品目横断的経営安定対策要件には法人として対

象になる。

総兼業化のなかで地域ぐるみの集落営農として

出発しながら、圃場条件やリーダーに恵まれ、高

い経営成果をあげており、将来的には少数専従者

型の企業経営がめざされているといえる。
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2農事組合法人「六万部」(旧吉川町)

六万部集落は明治合併村・旭村に属する。「六万

部村」という名前もあったというので農業集落=

藩政村の可能性もある。総戸数19戸で、現在も農

業しているのが11戸、8戸は圃場整備前に離農し

た。大工等の自営兼業が多い。集落の水田面積は

18haで、昭和の始めに12a区画、そして10年前に終

わった圃場整備で30a区画になっている。ため池地

帯で、六万部は4つのため池にかかわる。ため池

は現在も使われており、草刈りに3日ほどの出役

がある。費用は水利組合が負担し、報酬は半日当

の3,500円である。

18名の組合員で15haの農地を対象として、この

たび農事組合法人を立ちあげた。指導に従って組

合法人としたが、その方が実態にふさわしい。

集落には認定農業者が2名いた。1名は48歳、

2.2ha経営で広域組合の現業職員、もう1人は47

歳、2.5ha経営で製菓会社勤務である。2人とも組

合に加入し認定農業者から外れ、代わりに組合が

認定農業者になった。「貸し剥がし」ならぬ認定農

業者の集落営農包摂である。組合長のI氏は62歳、

郵便局勤務を経て土地改良区の理事長を5年務め

ている。妻は60歳で元は町の臨職、現在は畑仕事

と子守りである。自作地80a、小作地80aで小作地

は集落内から借りており、杜氏をしていた父の代

からのものである。役員はその他に理事4名と監

事で、年報酬は組合長15万円、理事12万円、監事

6万円である。

出資金は500万円。反当30,000円と平均割り

51,000円である。農協も前述のように出資する方

針だが、その点については無条件なら受けても良

いが、「ただより怖いものはない」と思っている。

しかし資材、販売ともに農協オンリーなのでその

点は問題ない。機械は田植機、コンバイン、格納

庫等に1,300万円投じ、半額は県単事業の補助であ

る。出資金は運転資金に充てることを考えている。

初年度は春作業の運転資金だけでも反当25,000～

30,000円かかるとして、構成員から反当20,000円

づっ集めた。

トラクターは先の圃場整備事業の時の補助事業

で購入した機械利用組合有のものがあり、それを

リースすることにしている。機械利用組合は春作

業を共同し、秋作業は個別にやっていた。

また4年前から食品産業との結び付き枠でもち

米3haの団地化と共同生産に取り組んできた。サ

イフも共同しており(経理一元化)、このことが法

人化がスムースに取りまとまる素地になった。

法人としての水稲の作付けはコシヒカリ、もち

米、五百万石(酒米)が各1/3である。反収は8.5俵

程度。

転作は大豆を8年間、転作組合12名で取り組ん

できた。3年1回のブロックローテーションで過

去実績も確保している。前から大豆は経理一元化

し、産地作り交付金、大豆交付金も転作組合とし

て受け、昨年は反当67,000円の配当になった(品目

横断的経営安定対策への対応についてはこの転作

組合としてやるのか、利用権を組合に設定してい

るので組合に移すのか、その場合に10名と12名の

メンバーの相違をどうするのか等は聞き漏らし

た)。

オペレーターは4名。52歳(ハム工場)、50歳(運

転手)、47～48歳2名(元認定農業者)であり、いず

れも兼業農家。報酬は時間給1,000円である。

水管理・畔草刈りの管理作業は地権者戻しにし

ないで3班に分けて担当し、時給1,000円。

小作料は17,000円。標準小作料は30a区画だと

20,000円だが、水張面積支払いにした。

このような計画で初年度にチャレンジする。黒

字になったら、小作料と労賃の何れを引きあげる

かが問題になるが、前者だ。18名のうち8名は農

業はしないが出資金を出すから田を作ってくれと

言うことで、普通の賃貸借であれば出資歪なしで

20,000円なのに、ここでは出資金を出して貰った

うえに17,000円なので小作料を引き上げるのが筋

とする。

先に農業しているのが11戸としたが、実はこの

うち1名は体調を崩し耕作不能になった。その田

1,9haは組合長が斡旋して他集落の農家2戸に引

き受けて貰った(1戸は31歳、17haの専業、もう1

戸は58歳、3haの兼業)。六万部で2haを引き受け
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たら1戸20aの増になるが、「そんなに田を作らん

でくれ」という声があった。前述のようにオペレ
ーターは兼業なので引き受けるのは難しいわけで

ある。

まとめると六万部は農地所有者19戸、うち1戸

がこのように他集落に貸して、残り18戸で組合を

構成、その人達が反当割の出資金を出し、農作業

する10名が平均割りも出資した。「集落の農地は

集落で守る」を基本とし、拡大はできないとして

いるが、厳密には前述のように集落の農地をパー

フェクトに集落で守り切っているわけではない。

「守り」の姿勢が濃厚な集落営農の法人化といえ

る。

3灰塚集落(旧上越市)

灰塚集落は旧金谷村に属する上越市の集落で、

「部落」「大字」と呼んできた。総戸数は97戸、う

ち農家は42戸である。農家はかつては60戸以上あ

ったが、1958年頃の区画整理の後から離農し始め、

とくに平成になった頃に減った。初めの頃は2～

3haの大農家ほど先に離農した。

区画整理で10aにして以降は圃場整備の話には

ならなかった。暗渠もいれておらず排水もあまり

良くない。非農家は1975年頃に造成された住宅団

地50戸が主である。この団地造成は地元の県会議

員の口利きで菜畑を潰してなされた。1戸30～40

坪程度の小さなもので、ほぼ1ha程度の転用だろ

う。

農家、非農家の両方で一つの町内会を構成して

おり、2001年には灰塚町内会館を建て、非農家か

ら各21万円を徴収した。

町内会と農家組合は完全に分かれ、町内会長は

ko氏、農家組合長はka氏がなっている。両氏

とも法人設立の中心メンバーなので先に紹介する

と、ko氏は69歳、元小学校長、奥さん68歳も元

教員、子供は女の子のみで他出。農地は水田55a、

畑67aを所有。水田は、教員だった父の生前は自作

したが、死後は30年ほど貸していた。6年前から

条件の悪いところは休耕し、28aを自作し、水管理、

畔草刈りをしている。
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ka氏は64歳、現在も運輸業で働いている。奥

さんは60歳で農業。長男39歳は整備工で、田植と

秋作業は手伝う。お嫁さんは日通勤務。水田50、

畑20aを自作している。

もう一人の幹部Sさんは66歳、織物会社を60歳

で定年退職した。奥さんは今も経理関係の職に就

いている。次男32歳が同居しているが独身で信越

化学に勤務する。水田は26a貸して32a自作、畑は

9aである。

灰塚の法人化は協議会の筋書き通りに進んだ。

2005年の暮、農業振興課の副課長と推進チーム・

メンバーの営農指導員が経営安定対策の説明に入

った。年が明けて1月の集落常会(農家組合)で対

応策が話し合われた。他集落の認定農業者3～4

名に分散貸付することも一応考えられたが、当て

にしている認定農業者の半数は高齢だからいずれ

再編が必要になる、それなら横道は見ないで、市

協議会の基本方針に沿って一発で農事組合法人化

しようということになった。とくに現職の農業高

校の教員であるTさんの「前向きに取り組もう」

という発言が全体を制した。

その背景には、いうまでもなく高齢化が進んで

いる、圃場が分散し効率が悪い、集落の圃場の真

ん中に道路が通ることになり圃場が二分される等

のことがあった。他方で、集落には50代の働き盛

りの世代が6名おり(土建業2名、高校教員、プラ

ント運転手、設計士、会社員)、今後は彼らを中核

にとりくめるのではないかという事情もあった。

推進体制については、町内会の役員13名のうち

田をやっている人8名が推進委員に選ばれた。8

名は先のKo、Ka、S、Tさんと上記6名の半

分弱、元JR、前町内会長(土地改良区)である。

2006年1.月下旬に参加するか否かのアンケート

がとられ、24名の参加となった。その所有水田面

積は15.6haである。法人は同月に認可されている

から2～3ヶ月での超スピードの設立である。

「サイフを一つにするということが大きいが、ま

だ納得していないのではないか」と言う危惧もあ

る。

構成員の田のほか、灰塚集落内に貸している8



66

戸の1.8haが法人への貸付になり、法人の面積は

17.4haになる。集落の総水田面積は25haで、残り

の7.6haは、自作が6戸、他集落に貸しているのが

4戸である。4戸のうち3戸は寡婦である。自作

の最高は2haで、その他は40a程度が多い。ちなみ

にこの2haは集落最高でもあり、集落には認定農

業者はいない。

出資金は均等割2万円、面積割が反当2万円で

合計358.5万円。機械は各自の持ち寄りでやるので

大きな設備投資等はなく、出資金は運転資金に充

てる予定である。乾燥もカントリーに出さないで

自分たちでやる計画だ。

土地利用は転作配分をまって最終的に決められ

るが、コシヒカリ9ha、コシイブキ3ha、もち米

30a、転作は大豆だ。これまで生産調整はバラ転で

やってきた。しかし2006年には各戸で大豆の試作

をしてもらうことにし、ほとんど全戸が取り組み、

3ha、50俵になった。この経験も法人化にプラス

した。

役員は組合長を含めて理事4名、部長と副部長

の計6名である。koさんが組合長になり報酬は

年2万円以内、その他の理事は1万円、会計が2

名で各1万円である。

オペレーターは6名確保した。60代、50代各3

名である。時給は900円。水管理は、圃場を知らな

い人がやっても、ということで可能な限りは地権

者がやることにして無報酬。畦畔草刈りは年4回

地権者がやることにし、10a・6,000円を支払う。

小作料は標準小作料の17,000円である。「払え

ない場合もありますよ」とアナウンスしていると

いうことである。

品目横断への対応については、過去実績は2006

年に大豆を撒く面積の1/3になる。黄ゲタやナラシ

の対象にはなる。特定農業法人の話はまだ聞いて

いない。担当者の説明ではいちどにあれもこれも

ではなくステップを踏んでいうことであり、いず

れ特定農業法人化するとみられる。

法人化についてはダンナは知っているが、奥さ

ん達は知らないと言うことで、空いている畑を借

りて女性達がネギ作りを始めつつ、組合にコミッ

トし始めている。

4東京田集落(旧上越市)

東京田集落は1961年に高田市に合併する前の旧

高士村の集落で農家18戸、うち実際に農業してい

るのは13戸である。水田は24haを耕作しており、

2戸は他集落に貸している。名前は「とうきょう

でん」ではなく、「ひがしきょうでん」と読む。以

前は行政は京田で一本だったが農業集落は南京田

と北京田に分かれていた。それが1969年に合併し

て東京田になった(高田市内にもう一つ「京田」が

あったので、東京田とした。ちなみに畑作集落の

離合集散を聞いた例はあるが、水田集落の合併は

始めて聞く話である)。

同集落にはこれから述べるN氏の他に、今年から

労金をやめて借地も含め4ha農業を始めた56歳の

者を除けば、平均1.2ha程度の小規模農業だ。

このたび東京田の水田がⅠで述べた農協のアグ

リパートナー(AP)に農協合理化事業を通じて利

用権設定することになった。そのまとめ役はN氏

である。N氏は65歳。当時55歳が定年だったが、

前から「50歳で好きな農業を始める」と決めてい

て、経済課長で農協をやめ帰農した。自作地は

1.6haだったが、田んぼの両隣りが作れなくなった

親戚の田で、それを3ha借りた。翌年にさらに一

挙に借りることができて現在は全部で8haを耕作。

借地は集落内と隣集落で、両集落の水田は錯綜し

ている。地権者は7名、利用権の期間は6～10年

である。

N氏はそのほか、育苗や作業受託13haほどをや

っており、「今年から消費税を払うようになった」

としているから1,000万円の受託収入をあげてい

ことになる。

N氏の奥さんは61歳でやはり農協出身。長男36

歳は長岡市でサラリーマンをしており、地元に戻

るつもりだが農業する気はない。

同氏は65歳からは自作田のみにしようと考えて

おり、期間終了時は返還するっもりだったが、実

際には返されたら困る人ばかりだった。

ちょうどこのような折にAPの話がもちあがり、
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N氏としては渡りに舟だった。その最大の理由は

農協が経理を指導してくれる点だ。集落営農等の

法人化もあり得るが、経理を自分たちでやらねば

ならない。それを誰がやるのかという問題だ。そ

こでN氏は「オレはいいがみんなはどうするのだ」

と問題をもちかけた。APの話には総論賛成だが、

各論になると反対も出た。その一人だった土地改

良区勤務(58歳)の1戸はこの話を聞いてすぐ他集

落に農地を貸して話から降りた。そこで残りの13

戸で24haの利用権設定となったわけである(実際

にはもう1戸が不参加だが、30aの小規模農家)。

こうして65歳で借地農業をリタイアして自作化

するつもりだったN氏も「定年」を70歳まで延長

して取り組むことになった。APに利用権設定し

た後の実際の作業をどうするかについては、今年

はそれぞれ自分の田を受け持つことにした。N氏

は設定を受けていた利用権はAPに移転するが、

8haの耕作は受け持つ。

しかし余裕のある人への作業再編も徐々に進み

つつある。例えば75歳氏の80aを55歳氏が引き受け

る。70歳氏の120aを先の農業開始した56歳氏が引

き受けた。N氏も育苗の受託をしている。

このようにAP方式に借地の持ち込み、自作農

家の自作地の持ち込み、そのなかでの作業受委託

の進展といった事態が生じており、APを介して

旧自作田を「自作」するという関係は少しづつで

はあるが変わりつつあると言える。

さらに転作関係が加わる。転作大豆は耕転は各

自で行うが、その他の作業はN氏が受託している。

その仕組みは「東京田生産組合」を通じて「高士

受託組合」の構・成員としてのN氏が受託する関係

だ。両組合とも任意組合である。「高士受託組合」

は旧高士村の9戸の農家で組織したもので、農協

から機械をリースして大豆転作作業28haを受託し

ている。「高士受託組合」は作業料金をもらい、そ

こからオペレーター賃金と機械リース料を支払っ

ている。

今回の品目横断的経営安定対策に際しては、

「高士受託組合」が経営体化して交付対象になる

ことはない。というのは構成員は45ha、30haとい

67

った大規模農家もおり、誰かにまとめるわけには

いかないからだ。かといって「高士受託組合」は

機械を事実上もっているから解散せず、作業受託

を継続する。過去実績は地権者がもち、APにそ

れが移転されることで、実態として新制度を享受

しうるわけである。

ほぼこのような仕組みで東京田の転作4.6haの

耕転を除く作業は、〈東京田生産組合→高士受託

組合→N氏〉という経路でN氏が受託するわけで

ある。

ここで小作料についてみると、これまでの自作

田をAPに利用権設定した場合の小作料は反当

20,000円にした。それに対して従来(APを通さ

ないという意味での相対)の小作料は15,000円で

ある。これがAPを通すことでどうなるかだが、

結論的に15,000円を変えない。何故ならもし

15,000円を20,000円に引き上げれば、その分だけ

他の農家への配分が減るからである。従来の実態

関係は変えずにAP方式に移行する点にきめ細か

な配慮がうかがわれる。

さてN氏は前述のように借地農として「定年」

をもう5年のばして70歳とした。しかしもう後は

ないとしている。ならば後継者はいるのか。それ

については、定年を控えて集落の評議員になって

いる者が3名いて、当面は水稲と転作はN氏、農

地・水・環境保全向上対策はこの3人が集落をま

とめていけるとしている。

おわりに

最後に上越地域の取り組みの特徴をまとめたい。

第一は、米政策を中核に据えている点である。

それは米単作色の強い上越地域としては当然のこ

ととも言えるが、必ずしもそうではない。現在に

おける東日本の品目横断的経営安定対策への対応

は、転作(麦・大豆)を中心にしたところが多い。

米については、農業構造を変えること(利用権や販

売権を集中すること)は地域実態に合わないし至

難だが、転作については、販売権を作業受託組合

等に移譲しつつ産地作り交付金は地権者が取得す

るという関係が成立しており、それに即してこの
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経営安定対策への取り組みがみられるのが東日本

なかんつく東北の実態である。このように米(ナラ

シ)は棚上げあるいは先送りした対応策に対して、

上越地域は明確に米をターゲットにしている点が

特徴である。

それは米政策改革に政策の将来を読みとった行

政サイドに特に強いが、農協も同様だといえる。

農協はとくに大豆転作に莫大な投資を行うなど産

地作りを推進してきたが、販売事業の核は米にあ

る。

稲作を中心に集落営農の育成と法人化を支援す

る地域農政は、たんなる経営安定対策への対応と

いう域を超えて、それ自体としての意義をもつ。

今日の地域農政としてはその意味が大きい。

第二に、そのことの反面として、転作での経営

安定対策対応については、従来の〈集落単位ある

いはより広域の転作組合(地権者組合)→転作作業

受託組合〉という二階建ての対応に対して、経営

安定対策上の受託組合の「生産調整組織」化を図

るというよりは、表面的にはこのような関係を解

消して、〈地権者→「担い手」〉への再編が主流

になるとみているようである。もちろん米対策と

して育成された組織・経営が同時に転作を担うケ

ースもあろうが、少なくともそうでない地域につ

いてはこのように考えられているようである。そ

の場合にも、恐らく実態的には転作作業は従来の

受託者組織で行うケースが多いだろうが、経営安

定対策については「担い手」個別の申請となる。

第三に、第一の集落営農の育成・法人化の追求

という地域農政の展開は独自の協働組織を必要と

した。それに応えたのが「推進チーム」である。

担い手育成総合支援協議会を組織するところまで

は国の施策に沿ったものだが、その事務局を「推

進チーム」として組織し、地域における実働部隊

の一本化を果たした。推進チームは「ワンフロア

化」あるいは「地域農業支援センター」的な役割

を担っている。

農協や普及指導センターが市の要請に応えて自

らの貴重な人材を市の農業振興課に協力職員とし

て送り込んだ具体的な経緯は残念ながら不明であ

る。おそらくそれは巨大化した行政と農協のトッ

プレベルの戦略意思の統一に基づくもので、我々

の調査はその域には及ばなかったからである。し

かし、次のことだけは言えよう。それは前述のよ

うに、第一に、経営安定対策に対して転作だけで

なく米を核に対応を考える、第二に、たんなる経

営安定対策対応を超えて地域農業の担い手づくり、

なかんずく集落営農の組織化とその法人化に取り

組む、という先の第一の点に係わる戦略意思の統
一がなされていたことである

。県の普及指導セン

ターもまたその確認の上に人を送り込んで協力し

ている。

第四に、そのような大きな戦略意思の統一とそ

れに基づく協働とともに、それぞれの独自機能の

追求がみられる。単純化すれば、個別の担い手農

家の認定農業者化は農業振興課、集落営農の育成

とその法人化は「推進チーム」、それらの対象から

漏れる零細農家・集落については農協のアグリパ
ートナーという分業体制である。

先にトップの戦略意思は統一されているとした

が、現場を担う人々の間には、〈集落営農→法人

化〉かく作業班→AP→のれん分け法人化〉かの

戦術の相違はあるようにみられた。

しかし現実的には地域・集落の条件の相違に即

した分業・分担関係が成立しているように見受け

られた。その点についてはまだ両路線が並進中な

ので結論的なことは言えず、趣旨を取り違えれば

競合も生じうるが、Ⅱでの意見の限りではそう言

えそうである。

第五に、農協のアグリパートナーについては前

述の通りであり、その趣旨は客観的な根拠をもつ

ものと判断される。すなわち個別の認定農業者経

営や集落営農の育成・法人化ではカバーしきれな

い集落・農家の広範な存在があり、量的にはむし

ろそれが多数を占める中で、それらを将来的に協

業経営体として育成する展望をもち、そのための

インキュベーター機能を果たす、当面は経営安定

対策の対象からさもなくばこぼれ落ちる農家群の

「仲間作り」を進め、その「受け皿」として機能

するというものである。
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しかしそこには、第一に、形式的な利用権の設

定、経理一元化、経営安定対策の交付金目当ての

組織化と避難されないような実態をどう醸成する

か、第二に、どこまで協議会が進める集落営農の

育成・法人化とバッティングせず共存しうるか、

第三に、「出口」としての「のれん分け」・法人化

は果たして可能か、という重い課題が残されてい

る。当面は第一、第二の点が焦点だが、そのため

には育成された集落営農等の実態をみる必要があ

る。

第六に、そこで育成された集落営農を比較する

と、まず先行事例としての旧吉川町の直竹生産組

合は、新システムによる育成というよりは、地域

自らが作り上げてきた側面が強い。その構成員は

50戸以上、対象面積は70ha以上に及び、水稲、加

工、転作を包摂し、組合長にもそれなりの報酬を

支払い、専従者を雇用し、将来的には専従職員に

よる経営を展望している。まさに農政がめざす集

落営農経営体といえよう。

それに対して経営安定対策をにらみ、新システ

ムの下で育成されたその他の集落営農は、まさに

集落営農と呼ぶにふさわしい実態のものである。

参加戸数は10敷戸、面積は20ha未満、組合長・リ

ーダーは、小学校長、土地改良区理事長、元農協

職員であり、その報酬もボランティア的なもので

ある。面積20ha未満という点では農政の進める

20haを要件とする特定農業団体的な組織化ではな

く、一挙に法人化して4ha要件をクリアする協議

会の路線が現実的なことを示唆する。もちろん農

政の方式でも特例措置は可能だが、それを適用し

なければ、以上のようなことである。問題は水管

理・畦草刈り等の管理労働の分担とその報酬関係

だが、その点は様々だった。北陸の集落営農やそ

の法人化では地権者戻しと手厚い報酬が一般的だ

が、必ずしもそうなっていない点は注目される。

それだけ農家の「自作農」体制が兼業化や高齢化

で崩れているともいえる。「灰塚」では地権者戻し

だが、水管理は無報酬にしている点で異なる。

いずれも戸数は少なく、自分たちの水田を守る

という防衛的な性格が強いといえる。「六万部」の
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場合は集落内の水田を集落外にお願いすることま

でしている。その意味では構成員によるギリギリ

の防衛といえよう。にもかかわらず法人化に突き

進んだのは、少なくとも50歳台のオペレーター層、

次のリーダー世代を擁しているのが最大の要因だ

ろう。

それに対してAP方式にのった「東京田集落」

に「六万部」や「灰塚」と決定的に異なる点があ

るかというと、それは必ずしも見いだしがたい。

強いてあげれば、第一に50代の層がやや薄い可能

性があること、第二に集落リーダーかつ個別認定

農業者であるN氏がそのキャリアからして農協と

の結びつきが強い点である。APに参加表明した

集落のほとんどには、農協OBや農協現職がいて

イニシアティブを発揮している。

その点では、協議会と農協APが、それぞれ組

織しやすいところから着手しているといえる。し

かし協議会方式の集落営農もAP参加の集落も、

その構成員・面積は小さく、この規模で法人化や

法人としての安定性があるかは不明である。その

意味では早晩、再編成を免れないかもしれない。

その時は並進してきた協議会方式とAP方式の真

の意味での総合化が求められだろう。要はそのよ

うな再編・総合化を妨げないような集落営農の育

成を目指すべきだろう。

(注)

(1)福島富「上越市の地域自治組織」『地域と自治体第

31集地域自治組織と住民自治』自治体研究社、2006年。

(2)笹川肇「新潟県上越市農業経営改善支援センターの

取り組み」『農政調査時報』2006年3月号。

(3)拙著『集落営農と農業生産法人』筑波書房、2006年、

第3章。

(4)同上。第8章。


