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はじめに

地方分権の大勢、国の農政の混迷のなかで、地

域農業を維持発展させるうえで、いま新たな地域

農政の仕組みが求められている。それを地域農業

支援システムと呼びたい。とはいえシステムのあ

り方は、地域の農業構造、一口で言って担い手農

家の賦存状況、地域における自治体や農業団体等

の主体的状況、その関係性等により実に多様だと

思われる。

システムの目的は地域農業を支える仕組みをつ

くること、より堅固な農業構造を創ること、さら

に限定すれば担い手を育成することだが、その担

い手自体がまた多様である。本稿はそのなかで特

に個別農業経営の担い手と集落営農に注目する。

そこで本稿ではそれぞれの地域の地域農業支援シ

ステムの把握とともに、その下での農地保有合理

化や集落営農の展開も視野に入れたい。とはいえ

その全てを紹介することはできないので、本稿で

は各地域のアウトラインの把握に力点を置く。

なお集落営農の形態もまた多様であるが、本稿

では、協業の内実を伴う本来の「協業集落営農」

と、このたびの品目横断的政策対応として経理の
一元化を先行させ、協業の内実が十分に熟してい

ない「ペーパー集落営農」に分ける。調査報告対

象はここ一、二年の調査事例であり、それ自体は

ランダムにとりだした恣意的なものといえるが、

多様性の把握には支障ないだろう。

本稿は、Ⅰで新たなシステムの背景やさしあた

りの類型化、Ⅱではいわゆる「ワンフロア化」を

めぐる熟度の地域差、Ⅲではハードなシステムと

しての市町村農業公社の事例、Ⅳで集落営農が一

方的に「支援される」だけでなく自ら「支援する」

努力をしている広島県の事例をみ、最後にⅣで以

上に関する比較考察を行う。

Ⅰ新たな地域農業支援システムの背景と

類型

1.新たな地域農業支援システムの必要性

今日、地域農業をめぐる問題・課題が山積して

いることはいうまでもない。高齢化、後継者欠如、

耕作放棄といった問題を羅列することは省略して、

端的に米価を始めとする価格低迷と資材費の高騰

が地域農業を挟撃している点、なかんずく米価問

題をとりあげれば、米価下落の原因として第一に

指摘されるのは需給アンバランスである。予想を

上回る消費減退とともに、生産調整政策が徐々に

規制力を失うなかでの過剰作付けの拡大が問題と

されている。

生産調整政策の効力失効自体が今日の農政の一

つの帰結であり、それ自体は解明されるべき農政

課題であるが、その点は置くとして、政府は2007

年秋に過剰米の政府買い上げ34万tを行った。それ

に伴って米価は下げ止まり、問題が需給アンバラ

ンスにあることを改めて確認することになったが、

しかし年が明けるとともにまた米価は下がりだし

た。今後も下げ止まることはあつても元に回復す

ることはないだろう。供給が過小になれば復元す

るかも知れないが、その時は本格的な関税引き下

げ、米輸入問題にならざるをえない状況にある。

そのようにみてくれば、需給は問題を表面化させ

る契機ではあっても、それ以上のものではないこ

とを示唆する。もちろん消費を促し、整然とした
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生産調整により過剰作付けを防ぐ必要はある。ミ

ニマムアクセス米の重圧を取り除くことも課題だ

ろう。

しかし需給問題のさらに底には、格差社会化、

それに伴う食の二極化のなかで、とくに低所得層

を始めとする広範な消費者の低価格米志向がある。

平成16年度農業白書は世帯主の年齢階層別に見た

食料品の購入単価の差を示した。そこでは世帯主

年齢が下がるほど単価が低まる傾向が明確にみら

れる。とくに生鮮品が著しいが、米についても同

様の傾向はいえる。世帯主年齢階層と所得階層は

必ずしもパラレルではないだろうが、格差社会化

のなかで一定の相関があるといえる。

このような下で、格差社会を跳ね返し多くの消

費者が多少は割高でも高品質の食品を買えるよう

な状況を創り出す必要があることはいうまでもな

いが、直面する問題への即答にはならない。とす

れば第一に、今日の価格状況にみあつたコストダ

ウンが不可欠であり、集落営農による協業利益、

規模拡大と平行した面的集積利益、小作料コスト

の引き下げ等が課題になる。第二に、米依存から

の脱却、端的に園芸振興がほとん全ての地域なか

んずく農協の課題になっている。みんなが園芸振

興に取り組めばいずれ過当競争、過剰生産が起こ

りかねないが、そうであればあるほどたんなる園

芸振興ではなく地域ブランド戦略、マーケティン

グ戦略が必要になる。

これらは地域農業自らが立ち向かわなければな

らない課題である。しかるに地方財政危機のなか

で、地域農政は著しく裁量性を失い、国農政の画
一的な規定力が強まっている

。そしてその国の農

政もまたデカップリング型直接支払いというWTO

の国際標準に従う点で裁量性を失っている。

そのなかで国の農政は品目横断的経営安定対策

で政策対象を「担い手」に限定した次のステップ

は「担い手」への面的集積あるのみとして、昨年、

「新たな面的集積組織(後に機能)」を全市町村に

置き、委任・代理方式で面的集積を図るとした。

これまた全国一律的・画一的な政策であり、かっ

参加者を金で釣る点でも従来型の農政方式といえ

る。

しかし、このような担い手への絞り込み政策が

強行され続けるかと思ったら、2007年参院選後は

「農政の見直し」であり、こうして農政が変わる

たびに地域は振り回されることになる。地域農業

を守るためにはこのような国の農政に振り回され

ない地域農政の展開が求められるのである。

農政が画一化したとしても、たとえば「担い手

の育成」一つとってみても、担い手のあり方とそ

の育成の仕方は地域の農業構造に規定されて様々

であり、その意味で「応用力」が問われる。そし

てその応用力の幅を拡げざるをえないのが今日の

状況である。

しかるに現実の地域農政を巡る状況はどうか。

前述の地方財政危機や農協の経営危機のなかで、

県普及組織、基礎自治体、農業委員会、農協等の

全ての組織が広域合併、組織再編、農業部門の縮

小等を余儀なくされている。とくに基礎自治体の

農政部局の弱体化には著しいものがある。農協に

しても広域合併下の営農指導体制としては、営農

経済部門の少数営農経済センターへの集約と「出

向く」営農経済渉外の体制を整備しようとしてい

るが、それらの試みが定着したとは言い切れない。

地域総体としての政策資源が乏しくなり脆弱化

するなかで、残された道はそれらの資源を再結集

して集積利益をあげるしかない。そのような試み

は以前から普及組織等の参画を得た市町村ごとの

「農業技術連絡会」、いわゆる「技連会」等として

試みられてきたし、生産調整政策のもとで行政と

農業団体の連携は深まった。国も、今日では担い

手育成総合支援協議会、地域水田農業推進協議会

等の「協議会」方式を盛んに取り入れている。そ

の点から見ても、「新たな面的集積組織(機能)」と

いう単独方式は従来路線から外れたものといえる

が、それはさておいて「連絡」や「協議」はもち

ろん大切だが、その限界が見えてきたのが最近の

事態である。

第一に、前述の広域合併に伴い、従来は範域を

同じくした行政と農協との範域的なズレが広範に

生じた点である。高度成長下の基本法農政期は1
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市町村1農協体制下で「連絡」や「協議」が機能し、

その範囲での産地形成に力を発揮したが、今やそ

ういう「幸福」な事例は極めて少ない。

第二に、前述のように「協議」してそれぞれ調

整分担した課題を各組織に持ち帰って実践できた

時代は過ぎ、今や共通課題をともに実践しなけれ

ばならない時代がきた。その課題としては前述の

ような生産調整、担い手育成、園芸振興等があげ

られる。象徴的にいえば「協議」の時代から「協

働」の時代への転換である。従来から「ネットワ
ーク」が言われてきたが、それは「連携」であつ

て、なお「協議」の系列に属する。

2.支援システムの多様性

このような新たな「協働」の方式が、いわゆる

「ワンフロア化」と呼ばれるものである。しかし

そこにも様々なバリエーションがある。その組織

間関係論を俗に比喩すれば、見合い→同棲→婚姻

関係に例えることができる。

第一の型は、具体的なワンフロア化にはいたら

ない「ワンテーブル化」である。むしろ形として

は「協議会」に近く、「ワンフロア化」の模索段階

といえる。

第二の型は、何らかの形での「ワンフロア化」

の段階である。しかし一概に「ワンフロア化」と

いつても、それは制度的な形をとらないため、地

域の実情に応じて様々なバリエーションがある。

第三の型は、「ワンフロア化」を制度化した日本

型第三セクター方式であり、地域の「農業公社」

がその具体化である。

第四の型は、以上のような行政や農業団体とい

った「支援する側」だけでなく、「支援される側」

自らが、たとえば集落営農組織が自ら広域化する

とか、集落営農が集落営農の設立を支援する、と

いう形での相互支援の動きであり、具体的には広

島県下の動きが注目される。

第一と第二は、具体的には担い手育成や品目横

断的政策対応のなかで生まれたもので、その目的

がある程度達成されれば消えていくものかも知れ

ないし、地域農政の担い手として恒久化していく

29

かも知れない。第一から第二への移行は一応の目

標といえるし、第一と第二の間は連続的で中間的

なさまざまな形態がありうる。

第三は時間的には第一、第二に先行して展開さ

れてきたものだが、昨年の農地制度論議ではその

存在意義を否定されたり、活性な組織に限りやむ

をえず存続を認められる消極的存在になりかねな

い。

つまり「ワンフロア化」は形態として多様であ

るだけでなく、先に比喩したような発展段階的な

位置づけができるものでもない。またその土台に

は第四の相互支援の動きがある。

以上を踏まえ、本稿では、第一のかたちとして

五所川原市における実践、第一と第二の中間的な

位置にあるものとして酒田市における実践、第二

の形として上越市における実践、第三の形として

各地域の農業公社の事例を紹介する。

このうち第二の形態が位置的には中核をなすが、

既に報告済みのところもあり、簡単に紹介するに

とどめ、力点を第一なかんずく第三に置きたい(以

上において行政名をもちいたが、正確にはそれは

地域名であり、いうまでもなく行政と農業団体の

「協働」である)。

Ⅱワンフロア化をめざす諸方向

1.五所川原市の事例一「ワンテーブル化」の

提起

(1)ワンテーブル化

五所川原市は2005年に金木町、市浦村と合併し

た。当初は西津軽郡、北津軽郡を束ねた全国一の

面積になる合併構想だったが、結果的には失敗し、

五所川原市は旧中里町をはさんでの飛び地合併、

旧中里町と小泊町は市浦村を挟んで中泊町として

飛び地合併した。地理的には北から南へ小泊・市

浦・中里・金木・五所川原とならぶわけだから、

少なくとも地理的に見て極めて非効率的な合併で

ある。ちなみに津軽半島にはもう一つ外ケ浜町の

飛び地合併がある。

かたや農協の方は、旧五所川原市は五所川原市

農協、金木町・市浦村は津軽北部農協(現在はさら
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に合併して「つがるにしきた農協」)に分かれたの

で、新五所川原市は二つの農協にまたがることに

なる。産地的には旧五所川原市は米とリンゴで、

米については減農薬米(クリーンライス)に熱心で

あり、金木町は米とトマト等の園芸作で、旧金木

農協の時代から園芸作に力を入れており、市浦は

それに畜産が入る。つがるにしきた農協は広域合

併したとはいえ旧農協ごとの「支店採算制」をと

っており、必ずしもタイトな合併とはいえないが、

それでも中泊町が加工米にも産地づくり交付金を

出してトータルすれば普通の米より高くなると言

う事態が波及し、五所川原市管内での足並みの乱

れも生じている。

また五所川原市の財政事情は極めて厳しく、五

所川原市農協も解消されつつあるとはいえこれま

では少なからぬ累積負債をかかえ、ともに農業振

興に打って出る状況になかった。

このようななかで五所川原市農業委員会が地域

農業振興の旗振り役を買って出ている。同委員会

は、2006年度に2010年を目標に「五所川原農業の

活性化を考える会議」を立ち上げた。委員は各農

業機関や五所川原農林高校のほか、法人、集落営

農、認定農業者会、青年農業会議、生活改善グル
ープ、Vic・ウーマン代表、そして消費者・商工業

者・観光業者まで含めた総勢28名であり、筆者が

アドバイザーを務めた。

この会議は一年間の活発な議論を集約して七つ

の提言をとりまとめた。地産地消と観光・サービ

ス業との連携、農林高校と連携したアグリ・スク

ールの開設、野菜振興、複合化とリーダーの育成、

農地マップの作成と集落営農ビジョンの確立、遊

休農地の活用促進等で、必ずしも項目的にまとま

ったものとはいえなかったが、地域の本音は野菜

振興への行政支援にあったようだ。そして七番目

の提言として担い手育成、集落営農、売れる米作

り、生産調整等をテーマとするワンフロア化を提

起した。全国的に見ても農業委員会がワンフロア

化の核になる事例は乏しく、この提言も農業委員

会自らがワンフロア化の核になるというよりも行

政と農協への呼びかけといえる。

そして2007年度には国の補助事業を受けて、市

農業活性化への推進体制を整え、市長を長とする

農業活力推進本部(前述の活性化会議の横滑り)の

下に農林水産課と農業委員会事務局による推進委

員会を設けて素案作成に当たり、私がアドバイザ
ーを務めて、夏には農家台帳上の全戸アンケート

調査(5000戸に対し回収率92%)と若手研究者等4名

の協力を得た50件に及ぶヒアリング調査(大規模

農家、果樹・園芸農家、集落営農、流通組織、女

性活動等)を行った(1)。これらの結果、実質農家は

台帳の7割程度、一世代世帯が1/3、縮小・離農農

家が4割、そのうちすぐにやめたいが23%、併せて4

年以内に離農志向が45%に及ぶこと、規模拡大志向

は9%で、3～20haの中間層と30haの上層において強

いこと、経営力点としては五所川原は減農薬・有

機栽培、金木・市浦は複合化への志向がやや高く、

集落営農に既参加・ぜひ参加・条件が合えば参加

の農家が40%にのぼることが判明した。集落営農志

向はⅡ兼農家や5ha未満農家に多く、専業的農家や

5ha以上農家は少なかった。

このように農業再編が差し迫っていることを踏

まえて、本部は前年度の提言を整理・具体化した6

っの行動計画をとりまとめ、その最後は「農業関

係機関の情報の一元化と提携の強化」となった。

それは前年度にワンフロア化をめざしたが、主と

して農協が二つに分かれておりその意思統一が困

難なことから、既存の担い手育成総合支援協議会

と市農業情報交換会を情報一元化の場として活用

しようとするものである。後者は県の西北地方農

林事務所の普及指導室が各行政区ごとの班体制を

とり、そのイニシアティブで月一回の情報交換を

始めたが、それを定期化しようとするものである。

それに対して農業委員会の会長がつぶやいたのが

「ワンテーブル化」である。農協のトップ間は意

思疎通を欠いているようだが、職員同士の交流は

密であり、現実的な選択といえる。

(2)五所川原市の集落営農

先の調査を通じて分かつたことは、市内には金

木に50ha規模、五所川原に30ha規模の農家(法人)

が各1戸のほか、10ha以上農家がセンサスで82戸、
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表1経営耕地規模別農家割合一2005年一

アンケート調査では14%もおり、総じて規模拡大が

進んでいる。表1にみるように、中間層が分厚く存

在し、上層農も相対的に多いのが特徴である。

調査した10ha以上の農家10戸をみると、三・四

世代農家が7戸、雇用が9戸、法人化が6戸、米集荷

機能をもつのが4戸、転作対応は加工米5戸、休耕2

戸、麦大豆野菜3戸、米の農協外出荷有りが7戸で、

総じて30ha以上では拡大志向が強い。このように

個別志向の強い大規模農家が相当程度成長として

いるのが市の農業構造の特徴である。なお認定農

業者の目標は市全域で400戸、2006年で388戸にな

っているのでほぼ目標達成といえる。

組織化の点では、旧金木町を中心に明治合併村

の規模の転作組合(連合会)が転作を仕切っており、

そこから少数担い手農家等による転作作業組織が

転作作業を受託する形が整っている。この場合に

転作物の販売権と交付金等は受託組織がもらい、

産地づくり交付金は地権者が受け取る仕組みであ

る。いいかえれば転作については組織に任せるが、

稲作は自家農業で営むのが大勢といえる。

品目横断的政策については、以上の整理がつい

ている地域は、転作作業組織の法人化(少数)やメ

ンバーによる作業受託名義の分配等で対応してい

る。なかには経理一元化ではなく作業受託形式に

戻した組織もある。

このような対応が見込まれない地域については

五所川原市農協は06年1月に4名の担い手対策室を

立ち上げ、8支店の支店長も兼務させ、万全の体制

をとって集落営農を推進した。2007年9月での集落

営農の立ち上げ状況は法人が4、任意組織が8であ

る。うち法人は金木の前述の少数転作受託農家組

織の法人化が主であり、任意組織は旧五所川原市

が主だが、内訳は転作のみが4、水稲のみが1、両

方が2である。このうち協業の内実を伴うのは水

稲・リンゴの複合地帯の2つで、いずれも転作のみ

が対象である。構成員に突出した農家がおらず均

質的で、リンゴ作に力を入れるための協業といえ

る。その他は協業が微弱なペーパー集落営農に近

いといえる。そして経理の一元化も農協が全面的

にバックアップしている。

前述のような農業構造下においては地域にかな

りの程度の大規模個別展開を図る「担い手」農家

が存在しており、彼らは個別経営として賃貸借・

作業受託で地域農業と関わりつつ基本的に我が道

をいくか、あるいは地域農業のリーダーになつて

いる者が多く、逆にそのような者にめぐまれず集

落営農化せざるをえない地域はリーダーを欠くの

が現状で、なかなか力強い集落営農の育成とは行

かない。また集落営農化したとしても前述のよう

に転作部分は自家から手放すのをやむを得ないと

しつつ、稲作だけは個別でしがみつく傾向がある。

このような状況が一方では個別経営の旺盛な展

開を野放しにしつつ、集落営農への取り組みがな

かなか進まない背景だろう。しかし他方では前述

のアンケートのように集落営農への関心は高い。

その期待を組織化につなげるにはなお相当の努力

を要する。

他方で女性の組織は直売所、スーパー等の産直

コーナー出荷、津鉄応援直売会(津軽鉄道のストー

ブ列車内の販売活動)、夕市、子育て支援活動等、

かなり活性であり、また直売所等についてはスー

パー等からの申し入れによるものも多く、地元商

業者の地産地消への意欲は高く、農業サイドは受

け身に回っている。
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このような取り組みを視野に入れれば、農業に

限らず関係者を糾合した農業委員会の二年度にわ

たる呼びかけは時宜にかなつたものといえるが、

課題は依然として農協間の連携、それと行政との

連携強化にあるといえる。

2.酒田市の事例-推進員の接着剤機能の活用

(1)推進員を結び目に

酒田市は2005年に八幡・松山・平田町と合併し

た。かたや庄内みどり農協はそれに遊佐町を加え

た範域であり、酒田市からみて大きな食い違いは

ないといえる。遊佐町は生協との産直等でユニー

クである。

酒田市の農林行政の体制は農政課、農林水産課、

農業委員会であり、各20名、7～8名、7名の陣容で

ある。農業委員会は経営改善係3名が農政課に移動

して減員した。農政は農政課、農業委員会は農地

関係という市長の整理によるものだが、農業委員

会としては仕事が移ったわけではないとしている。

農業委員会としては、2001年で打ち切られた女性

農業者の海外研修制度が復活されたのがクリーン

ヒットになっている。以前の経験者が元気な農業

者として活躍し、フランスに行った人が花卉に取

り組んだり、ドイツに行った人がエコ農業に取り

組むなど成果が顕著なので復活が認められた。毎

年10名、300万円程度の予算である。

市は国の補助金等も使いながら農協等のOBを

「推進員」等として活用しているのが特徴である。

すなわち①認定農業者関係の非常勤特別職として

1名、県の普及OBで67歳、②担い手育成推進協議会

の推進員として3名、庄内みどり農協の前参事59

歳、同前営農販売部長58歳、同前酒田支店長59歳、

③水田農業確立推進協議会に1名、同前営農企画課

長59歳である。この費用は産地づくり交付金でま

かなわれる。

さらに市職員1名が農協の営農企画課で集落営

農等を担当し、同様に農協職員1名が市で生産調整

の事務局を担当している。研修・人事交流の名目

である。

このように事実上のワンフロア化に近い形にな

っているが、ワンフロア化そのものとはいえない。

農協としては「ワンフロア化できないなら我々

(OB)が出向いていこう。人間がワンストップの窓

口だ」という気概である。

なお合併しなかった遊佐町は農協のフロアに役

場の農林課が入る形でワンフロア化していたが、

人員削減の影響等で2008年4月から役場に引き上

げることになっている。

酒田市でワンフロア化が実現しないのは物理的

スペースの関係ともいうが、根本のところは園芸

振興で市と農協の戦略意思の統一がまだ熟してい

ない点にあるようだ。農協としては担い手育成も

必要だが、それ以上に組合員農家の生産物をいか

に販売していくかが重要で、その点の意思統一が

欲しい。農協の販売額は米が118億円、園芸が21

億円、畜産が22億円で、割合的には米が圧倒的だ

が、園芸に力を入れている。メロン、イチゴ、大

根、パプリカ、花卉、梨、柿等が1億円作物になっ

ているが、さらに1集落1品で金額的に小さな作物

を育てたいとしている。

このような体制をみるところ、前参事を先頭に

農協OBのベテランが推進員として行政に入り込む

ことにより、実質的に農業振興としては農協の方

針が貫かれているのが実態だといえる。

酒田市は認定農業者が2008年1月末現在で1043

名(うち法人7、女性40名、共同申請20件)で全国ト

ップクラスの水準にある。営農類型的には、複合

経営24%、稲作単一18%、稲作+露地野菜17%、稲作

+豆類14%の他は1～2%が多数である。稲作関連は

トータルで59%になるが、意外に複合化が進んでい

るともいえる。規模別には4ha以上が70%だが、4ha

未満も306戸いる。4ha未満は基本的に集落営農に

入れることで品目横断的政策の対象にならない認

定農業者はいないはずだという。また集落営農に

関わる認定農業者は600戸であり、個人としての品

目横断的政策への参加は400戸にとどまる。言い換

えれば酒田市の集落営農は認定農業者を含み、彼

らを核としたものが多いといえる。

農用地利用改善団体は84、特定農業団体は81で、

内1つが特定農業法人である。なお酒田市の農業生
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産法人はトータルで11であり、酒田市は認定農業

者は多いが法人は少ないのが特徴である。協業化

はせず自己完結型の農家が多いといえる。山形県

は三世代世帯農家の割合が49.6%と全国トップだ

が、酒田市はそのなかでもまたトップクラスであ

り、要するに「農家らしい農家」が多い地域とい

える。それだけに協業集落営農化は率直にいって

難しい地域だが、にもかかわらず基本的に認定農

業者をカバーするだけの集落営農組織ができたの

は、これまた率直にいつて品目横断的政対応の集

落営農が多いと思われる。それをいわゆる「オペ

レーター型」と呼んでいる。

担い手育成総合支援協議会は2007年10月に全て

の集落営農組織にアンケート調査を行った。その

結果のいくつかを抜粋すると、立ち上げた理由と

しては「交付金確保」が66%を占め、法人化や協業

メリットの追求は各9%しかない。経理の一元化に

ついては「ある程度理解しているが心配もある」

が70%、機械については個別と共同化が41%と50%

でせめぎ合い。組織再編は「考えていない」が53%、

法人化は「難しい」が50%、「模索中」が44%で、「見

込みがある」はたった4%、減減米への取組は「構

成員に任せる」が72%である。

さらに意見としては、「JA管内の集落営農の発

想は不純。組織加入率が最高でも5年後の法人化を

ベースに議論したことは一度もない。とりあえず

もらえるものはもらっておこうという発想である。

所得に関わるナラシに期待しただけ」、「早い時期

に法人化への移行に目途もつけず、だらだらと交

付金確保だけの形のないみせかけの組織を続けて

いくと、本来の担い手である農家からだめになる」、

「集落営農組織に加入の大きな利点は農機具を導

入する際の補助であった。現実は不可能とのこと。

これの不満が大きい」、「集落営農の場合、一番の

問題は経理を誰がするかということ。帳簿を付け

ると言うことではなく、資金の管理・運用を誰が

するのか。周りの人がそれを認めて任せられるか」、

「特定農業団体は一過性のものであるので、集落

営農のまま終了する雰囲気であり法人化への道は

険しい。現状では個人法人なり認定農業者同士の
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連携による集落営農でよいのではないか」等々の

記述がみられる。前述のように認定農業者が参加

し、彼らがリーダーを務め、その彼らが記述した

可能性も高いが、それだけに事態を適確に見てい

るといえる。

他方、農業委員会も全国担い手育成総合支援協

議会等のの認定農業者に対するアンケート調査を

同市で実施しているが、その要望事項には、「集落

営農組織等により農地の集積ができなくなった」

「国の方針で集落営農となったが、認定農業者で

はあるけれども生産組合内で集落営農を立ち上げ

たために協力しなければならないために、今のと

ころ規模拡大できない」、「現在の品目横断の助成

措置においても集落営農という一般農家の逃げ道

を作って、認定農業者等の本来育成すべき対象が

ぼけてしまって、結局従来となんら変わらない認

定農業者制度になつている」、「農政の転換(集落

営農)で認定農業者個人での面積規模拡大は不可

能となつた。米作を中心とした土地利用型農業で

は活路を見いだせない。施設型、園芸型に転換す

るか、離農するか悩んでいる」と深刻である

推進員たちも、農協出身だけに、全農家のため

によかれとしてやっている農協系統の集落営農方

式と認定農業者制度が矛盾する事態をそれなりに

認識し、現在の集落営農が入り口であり第一歩に

過ぎないことを強く自覚しており、それだけにワ

ンフロア化への期待は強いといえる。

(2)酒田市の集落営農一きたひらた営農生産組

合

明治合併村(旧村)である北平田村の14集落、194

名の組合員、参加面積588haに及ぶ「日本一」を豪

語する集落営農組織である。農家のうち不参加は6

戸のみ(転作不参加だった、園芸が主体が各1戸、

あとは昔の法人化へのアレルギー)、面積参加率に

して95%である。ほぼ「ぐるみ」の集落営農といつ

てよい。水田面積20haに達しない集落が3っ、転作

すると達しない集落が1つあり、集落ごとの集落営

農の立ち上げでは交付対象にならない農家が発生

する。直接にはその救済といえるが、リーダーで

ある農協理事(農協理事は利益相反から集落営農
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の役員にはならないことになっているので事実上

のリーダー)を始め役員層の思惑はもっと遠大で

ある。

すなわち14集落の生産組合長は3年前の水田農

業ビジョンで、生産組合を3年かけて2008年3Aに

解散し、7つの営農組合に切り替え、この体制で5

年間の品目横断的政策に対応する。そして次の5

年で15ha1班の作業班(31班、1集落1班から4班ま

で)ごとにやる気ある班から法人化を果たすとい

うものである。

生産組合の解散は、前述の品目横断的政策の要

件クリアもあるが、生産組合長は輪番制で真のリ

ーダーがいなくなったことも理由であり、やはり

認定農業者など農業の専門家がリーダーを務める

べきという思いもある。今までは活動の割に役員

数が多かったが、これからは役員は6戸に1人程度

にして役員手当も厚くするという。また今後は個

人所有の農業機械はもたせず、機械の台帳を作り、

評価額も書き入れる。

品目横断的政策への対応としては、まず全体を

束ねる「きたひらた営農生産組合」がいわゆる「二

階」部分(一階は北平田地区農用地利用改善組合)

として形式的には主要3作業のオペレーターの作

業組合の形をとり、機械を所有して営農組合に貸

し出し、組合員に作業させる。経理の一元化はこ

こで行い、その具体は管理公社に委託する。

実際の作業は営農組合(中二階)が組合員(個別

農家)から機械を借り上げ、組合員が自分の所有機

械で自分の水田を耕作し、機械のリース料をもら

って作業料金と相殺する。主要3作業以外の管理作

業は営農組合で行うことにするが、実際は個別農

家である。

経理は販売代金や交付金は営農生産組合に入り、

営農生産組合は拠出金・オペ賃金・リース料・カ

ントリ一代金等の経費を差し引いた残余は全て7つ

の営農組合に還元し、営農組合は個人出荷量(米

や大豆の出荷は個人データがくる)等に応じて還

元金を配分する。これを「プレミア配当」と呼ん

でいる。

転作作業は各集落ごとに別の集団(少数転作受

託組織)を組み、収穫は大豆作業組合に営農生産組

合が委託し、それぞれ作業料金を払う。

現状では2008年3月に集落の生産組合を解散し、

作業班については今後に内部討議する。

以上では形式的には二階の営農生産組合がオペ

レータータイプの集落営農組織として特定農業団

体になり品目横断的政策の交付金の交付対象とな

るわけだが、作業の実質は個人有機械による農家

ごとの個別作業であり、それに経理一元化という

形式的な上部構造をかぶせたものである。それだ

けでは「ペーパー集落営農」に過ぎないといえる

が、北平田の特徴は土台となる集落単位の生産組

合を解散し、営農組合の作業班に再編し、ゆくゆ

くは作業班ごとの法人化(場合によつては営農組

合単位かも知れない)を目指すという具体的な展

開の道筋・ステップのビジョンを共有している点

にあるといえる。これをもって「張り子の虎」と

評する者もいるが、それには強く反発している。

しかし「張り子の虎」に終わるかどうかは今後の

展開次第である。(1)の終わりに集落営農と認定農

業者制度の矛盾を指摘したが、北平田はそれなり

の突破口を一定の時間をかけて切り開こうとして

いるわけである。

これが酒田の集落営農の理念型ともいえるが、

実は協業型の集落営農の法人化の事例もみられる。

中平田村の農事組合法人・アグリセンターフィー

ルドは実質2戸の協業組織で21haを耕作しており、

また八幡町の中山間地域の株式会社・和農日向は6

名の構成員で21ha耕作だが、妻の実家にIターンし

た33歳の者を年俸300万円で専従の従業員に雇用

している。両者とも構成員以外に専業的な農業者

がいない地域であり、庄内平野から見れば特異な

地域ともいえる。

これらの組織からみれば、集落営農で農地がで

なくなつたという意味での「潜在的貸し剥がし」

があるが、集落営農については「庄内の農家はど

こまでいっても田んぼは自分の家の田んぼで、ほ

んとうに合意した組織ではなく、2～3年で空中分

解するのではないか。そうなれば農地はまた出て

くる」とみており、そのために雇用も視野に入れ
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3.上越市とえちご上越農協のワンフロア化一

協働と独自性の追求

上越地域の取組については既に報告したので(2)、

本稿では他の事例との比較の限りで要約する。上

越市は高田市と合併した旧上越市に13市町が合流

して2005年にできた人口21万余の巨大な田園都

市・農村であり、一部の都市部、平野部、広大な

中山間地域という多彩な地帯構成から成る。農協

は2001年に7農協が合併し、今日では上越・妙高二

市にまたがる組合員4万人強のマンモス農協であ

る。

同市は、合併と同年に農業振興課の副課長とし

て旧吉川町の経営改善支援センターのセンター長

として集落営農法人の立ち上げに実績をもち、かつ

自ら集落営農法人の役員として地元で活動して

いる指導と実践に実績のあるS氏を抜擢し、また担

い手育成総合支援協議会をたちあげ、その事務局=

推進チームを農業振興課内に立ち上げた。この事

務局の事実上のトップにS氏が据えられるわけで

ある。

この事務局の構成について、市は県の普及組織

と農協に協力を求めた。その結果、事務局は、市

の農業振興課担い手育成係5名程度、農協2名、県

振興局2名、協議会コーディネータ一4名等が張り

付くことになった。このうち農協は課長職前後の

ベテラン職員2名が農業振興課にデスクをおいて

常勤する。また県振興局からの1名は常勤、1名は

週の半分程度の勤務である。県と農協からの職員

はいずれも出向の形式はとらず協力職員という名

目で、人件費や出張等は全て出し元の負担である。

コーディネーターは普及OB、共済組合OB(参事)、

農協OB2名(営農部長、営農指導員)である。いずれ

もベテランの職員、OBといってよい。

農協も普及組織も上越市だけでなく妙高市等も

含め行政より広域である。妙高市にも関係機関の

協議組織はたちあげられているものの、両者が1

上越市に協力を惜しまなかった背景としては次の

ような点が考えられる。
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第一は、米の産地としての生き残りである。上

越には「コシヒカリという化け物が俳徊している」

というが、これまで稲作単一地域として展開して

きたが、上越米は魚沼コシに匹敵する実力をもち

ながら一般コシのランク付けで苦戦している。そ

こで地域は「上越米」ブランドを強烈に打ち出す

とともに、3割減減、5割減減の環境保全米に活路

をみいだそうとしている。

第二は、それと裏腹に米依存からの脱却を図る

園芸作の振興である。農協も定年帰農者のための

園芸トレーニングセンターや直売所「旬菜交流館

あるるん畑」に力を入れている。

第三は、政策対応であるが、S氏はWTO交渉、

2002年の米政策大綱の動向から構・造再編を必須と

みていた。上越地域は水稲単作・兼業農業対応を

してきた総兼業的な地域であり、点としての個別

担い手の育成だけでは面をカバーできず、集落営

農的な「船」を用意する必要を痛感していた。し

かも上越地域は広大な中山間地域を抱え、面積

20ha未満の集落が3/4を占める。そこでは品目横断

的の要件を任意組織としての集落営農でクリアす

るのは難しく、やるなら一挙に法人化を果たして

認定農業者の4ha要件クリアでいかねばならない。

このような課題に対する共通認識が担い手育成

総合支援協議会という国の制度の下で事実上のワ

ンフロア化を図る背景をなしたといえる。

実績をみると、2007年9.月末で、認定農業者975、

うち法人122(1戸1法人を除くと92)、その面積シェ

ア55.6%、2006・7年度の組織化の実績は、農事組

合法人41、特定農業団体3、農作業受託組織14、株

式会社3、計61であり、集落営農(法人)70の設立目

的にかなり接近しているといえる。

それら組織の実態については先の別稿にゆずる

が、集落営農法人化したからといって堅固な経営

体が形成されるわけではない。リーダーは農協OB

や学校の先生といった指導的立場の前職だった人

が多いし、内容的にも高齢者が多数を占めるケー

スもある。しかしここでのポイントは東北等でみ

た品目横断的対応のペーパー集落営農ではなく機

械作業を始めとする協業に裏打ちされた協業集落
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営農である点である。上越地域の戦略自体が、政

策対応ではなく地域農業の担い手づくりに置かれ

ているのである。

このようなワンフロア化が果たされているが、

行政と農協の認識や政策がぴたり一致しているか

といえばそうではない。農協の営農部長としては、

前述の集落営農の立ち上げ目標70に対して管内の

集落数は951、うち20ha未満が77%を占め、とうて

いカバーしきれるものではない。そこで農協は株

式会社形態の農業生産法人・アグリパートナー

(AP)を2007年1.月に立ち上げた。その仕組みは集落

等の地域の複数農家を単位に参加を募り、参加農

家は農協合理化法人に利用権を設定し、APが再設

定を受ける。実際の作業はAPの指示のもとに班単

位に行い、経理はパソコンを通じてAPに集約する。

APは認定農業者としての品目横断的政策に加入し、

APから作業班(農家)に労務費、肥培管理料、水役

管理料、小作料が支払われる。班ではそれを出荷

数等に応じて配分するわけである。転作について

は同様の形にするか、別の組織に委託する。そし

て班は5年以内に法人化するものとしている。

ここでのポイントは参加要件が単数ではなく複

数農家(班形成)とはなっているが、集落単位のま

とまりは必ずしも求められてないこと、経理事務

はパソコンを通じてAPが担ってくれることである。

集落営農でも実際に経理一元化を誰が担当するか

が問題であり、その点をAPが担ってくれるのは大

きい。

問題は実際の作業遂行である。それが協業でな

されれば協業集落営農になるし、なされなければ

壮大なペーパー集落営農になる。実態は地域の農

家の状況により様々のようである。すなわち当面

は自分の田は自分でこなす形と、実質的な作業受

委託関係が班内に生じてくるケースだが、徐々に

後者が増え、法人化や班の統合が起こるものと農

協はみている。

参加実績は、2007年秋で19集落、170戸、256ha

ということである。

このように上越市は実質的なワンフロア化を果

たし、その限りで行政と農協の意思は統一された

が、同じゴールをめざしつつ、集落営農法人化と

AP参加型の二つのコースに分かれたといえる。行

政サイドは当初はAPの立ち上げにより集落営農法

人化と競合することを懸念し、また農協サイドで

は集落営農法人化一本槍では、そこから落ちるケ
ースが出てくることを懸念した

。現実はどうかと

いうとかならずしも競合関係にはないようにみう

けられる。経理能力があれば集落営農法人化、そ

れに自信がない場合や端的に農協OB等が地域でリ

ーダーになつている場合にはAP方式に行くようだ。

中山間地域の農地がまとまりにくいところもAP方

式が有効だといえる。しかし果たして5年後の法人

化は可能かとなると、前途は多難なようである。

Ⅲ

農業公社の新たな展開

1.農業公社の新たな課題

農業公社は、広くは行政と農協等とが出資金と

運営資金、人材を出し合って設立する官民混合と

いう日本型の第三セクターの一つである。第三セ

クター全体は1970年代末あたりから低成長期の社

会資本整備や1980年代の民活路線とともに増大す

るのであるが、農業関連の農業公社は1990年代に

急増したとされている。その背景としては第三セ

クター全体とは異なる農業独自の要因があつた。

すなわち農業の衰退、高齢化による担い手不足、

農地流動化の促進の必要性である。いいかえれば

農家という第二セクターのみを農業の担い手とし

たのでは地域農業を支えきれない局面への突入で

ある。そこで農業の衰退に対しては農業振興(新規

作目や新規参入の養成)、担い手不足に対しては作

業受委託や管理耕作、そして流動化促進に対して

は農地保有合理化事業である。この後二者を制度

化したのが1992年の農地法施行令による市町村公

社による農地保有合理化事業の法認と、通達によ

る担い手に利用権を設定するまでの間の管理耕作

の容認である。これらを通じて農業公社は急増し

ていった。その必要性はそれぞれの地域での必要

性に規定されることになるが、概して西日本では

担い手不足から作業受託や管理耕作が望まれ、遅

れて農地流動化が始動し始めた東日本では合理化
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事業が求められたといえる(3)。

合理化事業に係る市町村農業公社を設立年次別

に分けると1990年代前半までに28%、90年代後半に

48%、そして2000年以降に31公社、24%が設立され

ている。確かに農業公社は平成不況期以前にも設

立されていたが、その7割は平成不況期、地方財政

危機期に設立されたものということになる。

農業公社に求められた機能を再点検すると、地

域農業振興の機能は行政や農協がほんらい担うべ

きものであろう。作業受委託や農業経営はほんら

いであれば農業者自らが担う民業であり、担い手

がいない場合にも農業生産法人等の立ち上げによ

ればよく、営利事業としての農業を公益法人が担

うのは、農業を公益的事業としない限り無理があ

り、その場合の農業とは農産物生産よりも多面的

機能の生産面において位置づけられることになろ

う。農地流動化であれば農地法を所掌する農業委

員会になり基盤強化法を運用する行政部局があり、

保有合理化(中間保有)機能が必要なら県公社や農

協合理化法人がある。このように消去していけば

農業公社に固有に残る機能はほとんどない。

さらに最近では、官民の協力・協働という従来

は第三セクターが位置したポジションには、上述

してきたように出資や運営資金の拠出を伴わない

人員と人件費負担のみの簡易なワンフロア化とい

う方式が出現している。

にもかかわらず、この地方財政危機のなかで敢

えて農業公社の設立なのである。とすれば、そこ

に固有の必要性、固有の機能が求められているの

だろう。ただしその機能は、一般論として語る限

りは他機関とどうしても重複してしまう。そうな

るとそれぞれの農業公社のレーゾンデートルは一

般論としてではなく個別に地域の固有の必要性に

基づいて語られるしかないのではないか。その個

別事情の大きな要因として広域合併に伴う自治体

と農協の範域関係論があるというのが本稿の仮設

である。そういう位置づけでいくつかの農業公社

の今日を簡単に紹介していく。

それは農業公社を地域農業支援システムの一環

として位置づけつつ、その独自性をさぐっていく
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ことでもある。その場合に行政と農協との組織間

関係を重視する。しかし構成する自治体と農協は

全てを網羅するのではなく、中軸のみを紹介する。

2.北海道の農業公社―幕別町農業公社、道央

農業振興公社

北海道の二公社については紹介済みなので簡単

にポイントのみを述べる(4)。

(1)幕別町農業公社

十勝の幕別町と幕別町農協・札内農協・帯広大

正農協の3農協により2002年に設立。出資は町が

2,000万円、農協が併せて1,000万円である。既に

幕別町では農業関係機関が1995年から「ゆとり・み

らい21推進協議会」で町農業の将来の検討を始め

た。農業委員会や農業者は入っていなかったが、

農業者アンケートはなされた。それらも含め当時

の十勝地域では離農多発と土地余りの予想が深刻

な問題と受け止められ、まず1995年に「まくべつ

農村アカデミー」が開設された。新規参入者への

フロンティア研修、後継者、30代の中堅リーダー

の育成のための短期研修等に取組み、とくにフロ

ンティア研修では町が宿泊施設を設け、農家が月

16万円程度を払うOJTの形で農家研修も取り入れ

られた。受け入れ登録農家は52戸で、これでほぼ

.40名が研修を受けた。

このような実践を踏まえて2002年に公社を設立

したわけだが、設立に当たっては、町としては農

協が3つあって対応が大変なこと、また町の農政各

部署の連携が必ずしもよくなく、担い手への支援

を一元化したいことが背景にあつた。技術的な面

は農協や普及センターが担当し、公社はそれらの

つなぎ役という分業関係である。町の財政は厳し

いが町の基幹産業である農業がさびれたらよけい

に大変になるという、町長のイニシアティブが大

きいが、農協も農業を守ることには参事をはじめ

熱心だった。

職員は町から事務局長以下3名、農協から各1名

の3名、非常勤とアドバイザーが各1名。職員は原

則として3年出向である。運営費は1500万円の2/3

を町が負担している。将来的には手数料をもらい
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ながら負担を下げる意向である。

こうしてたちあげたが、フロンティア研修は01

年まで年平均5名あったが、徐々に減りだし、05

年から受け入れがなくなった。畑作農業の景気回

復で後継者がUターンするようになり町内の農地

余りが解消され、他方で新規参入の投資額も1億円

を超えるようになり、修了者も町外等の農業生産

法人への就職が主になった。

そのなかで公社の主たる機能は合理化事業にシ

フトした。同町でも所有権移転300haに対して利用

権は1000ha程度と賃貸借主流の流動化になつてい

るが、そのうち相対の農地法処理は1/4で、残りは

公社を通じる。そのなかである程度まで相手の目

星をつけているのは2割程度で、あとは基本的に白

紙委任である。白紙委任された農地は農地利用調

整会議で農地移動適正化あっせん事業の基準を準

用して相手方が決められる。基準は、第一に認定

農業者であること、第二に標準面積(酪農34ha、混

同・畑作28ha、畑作・野菜22ha、野菜・畑作12ha)

に近い者を優先することである。要するに町には

適正規模経営の指標があって青天井の規模拡大で

はなく、適正規模経営を数多くつくるところに政

策基調がある。かつての北海道なかんずく十勝畑

作地帯は所有権移転については農事実行組合や農

業委員が間に入り地域内調整をしていたが、借地

については「やみ」小作での野放図な展開が市町

域を越えてなされ、経営形態にしても麦単作に休

閑をいれる青天井の規模拡大がみられたが、利用

権についても秩序ある管理体制が仕組まれるよう

になったわけである。

なお新規参入者の育成、担い手への農地集積に

次ぐ第三の仕事として、ホクレンと十勝農協連で

やつている微気象情報・アメダスの提供も行って

いる。

(2)道央農業振興公社

道央農協・千歳市開拓農協と江別・千歳・恵庭・

北広島の4市により2005年に設立された。出資金

1000万円は道央農協が約半分、残りを江別・千歳・

恵庭市が負担し、北広島市と開拓農協は数十万円

にとどまる。運営資金3800万円も半分は農協が負

担している。同公社は市町村公社というよりは農

協の範域に併せた広域公社というべきである。

同農協管内は札幌に近い都市近郊地帯で水田も

多い点で先の幕別町等とは立地条件が大きく異な

るが、それだけに後継者不足は顕著であり、シミ

ュレーションの結果は耕作放棄を大量発生しかね

ない状況にあった。こういうなかで広域合併した

農協としては市の間に農業・農政に対する温度差

があり、組合員間の公平性に難があり、行政の足

並みをそろえてもらう必要があった。平均して2

年で変わる人事のあり方も専門職を育てるには不

向きであった。このような点を踏まえて2年間の激

論のすえに立ち上げた公社である。

職員27名のうち、プロパー職員を除く7名は全て

道央農協からの出向で、うち1名は道で合理化事業

を担当していた道央農協への出向者である。

公社の主要事業は担い手の育成と合理化事業で

ある。前者については限界集落化にそなえJA出資

も視野に入れた「育成型」法人、農協とともに生

産販売戦略を展開する「戦略型」法人、そして農

地集積や経営多角化をめざす「担い手型」の育成

であるが、今のところ実績は水田の「担い手」型4

法人である。

06年の利用権合理化の実績は556ha、それも含め

た継続累積が1300haで道内トップである。1件平均

3.2ha、1件当たり5000円の手数料を徴収している。

同公社について特筆される点は財団法人として

全国ではじめて担い手育成総合支援協議会の事務

局を担当することになり、担い手アクションサポ
ート事業で補助金付きの農地調整員3名を採用し

た点である。公社はこれを活用して、各市ごとに

ワンストップ窓口としての「担い手支援センター」

を立ち上げ、そこに3名の農地調整員を配置し、窓

口機能と白紙委任の際の調整に当たらせる計画で

ある。残念ながら4市に対して3名なので1名は兼務

になる。こうして行政単位のワンフロア化の体制

を整えたわけだが、2007年夏の時点ではデスクは

用意されているものの行政からの着任はまだみら

れなかった。

いまのところ行政との間には温度差があるが、
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広域合併した農協サイドからの市単位での地域農

業支援センターづくりの呼びかけとして貴重であ

る。

3.真岡市農業公社

真岡市とはが野農協の出資により1993年に設立

された。市が2000万円、農協が1000万円の出資、

運営費1.1億円(主として人件費)の負担割合も同

様である。行政と農協の関係は1対1でその限りで

すっきりしているが、はが野農協は真岡市と芳

賀・二宮・市貝・茂木・益子町にまたがる広域合

併農協であり、もう一つ芳賀町農業公社をかかえ

ており、出資も真岡市公社と同じである。ただし

こちらはあまり活発ではない。

真岡市では1987年に実務者15名をスタッフとし

て市農業振興プロジェクトを立ち上げ、同プロジ

ェクトは88～90年にかけて農地流動化、営農団地

育成、営農公社について次々と提言を行った。こ

のうち営農公社については土地利用型農業につい

て営農指導の一元化、農地流動化、営農集団の育

成、バイオ施設、情報ネットワーク、趣味の園芸・

実習、農村公園等の機能をもつ中核施設の設立と

いうことだが、早急に施設を整備するのは困難な

ので、当面は真岡市農業振興センターの名称で農

地の利用調整、農作業受委託の促進、中核農家育

成を柱として出発すべきとした。

これだけでは抽象的だが、第一に、芳賀郡なか

んずくはが野農協は全国一のイチゴ産地であり、

園芸作地帯としてならしているだけに土地利用型

農業をどうするかの課題があったものと思われる。

第二に、その農協の合併協議会の立ち上げが1993

年、農地法施行令の改正を受けた公社設立が1993

年という時期性を考えると、農協の郡一円農協へ

の合併をにらみ、巨大化する農協の真岡市への引

き留めをはかる意図が感じられる。同農協の貯金

に占める真岡支所のウエイトは現在で31%、共済は

29%という1/3の存在への後退、また前述のように

96年には芳賀町公社の設立という状況を踏まえる

とその感を強くする。

同公社の設立にあたっては行政側の働きかけが
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強い。組織的にも事実上のトップである事務部長

は市の産業環境部長が兼務しており、その下に専

任の事務局長が市から出ている。

当初は現在の担い手育成係4名のスタッフであ

り、農協から2名、市から1名、県公社からの派遣

が1名だった。任務は合理化事業と集落営農の育成

である。前者については2006年度の利用権設定

200haのうち180haが公社介入である。これは県下

の少なからぬ公社のなかでも宇都宮市農業公社と

ならんでトップである。

市は市単事業として1996年から貸し手に5年以

上の利用権2万円、10年以上は3万円の奨励金を出

しており、2001年から借り手に出すように変更し

たが(5ha以上の生産調整100%の借り手)、いずれに

してもこのような独自の推進策の効果も考えられ

る。利用権はしかし相手が決まっているのがほと

んどで(規模拡大農家が自分で探してくる)、公社

への白紙委任は年30件程度にとどまる。

また集落営農の育成にっいては担い手協議会で

市、農協、公社が協力して行っており、現在9集団

が立ち上がり、さらに2007年度に3集落、将来的に

は13集落の立ち上げを計画している。以前から機

械利用組合があつたが品目横断的政策の要件クリ

アを狙って設立されたものである。

以上、利用権の設定は多いが、同市は工業団地

の造成が成功して兼業化が進んでいるため、それ

は公社の努力というよりはある意味で当然のこと

である。また集落営農も公社の独自機能ではない。

そういうなかで市と農協は2007年度に公社が生

産調整推進事業を担当することにした。そのため

新設した生産調整係に市と農協から各2名を新た

に出向させている。その狙いは個人情報保護との

関係で農協単独でやれば個人情報の利用に本人同

意が必要であり、生産調整したくない農家はそれ

を断ればすむことになるが、公社なら個人情報を

利用できるという点に着目したものである。前述

のように園芸地帯として水田農業はどちらかとい

えばばらける傾向にあるなかで、農協も新たにラ

イスセンターを建設して米を囲い込もうとしてい

るし、地域全体で生産調整に取り組もうという姿
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勢の現れといえる。

4.角田市農業振興公社

角田市とみやぎ仙南農協の出資(1000万円と500

万円)により2000年に設立された。運営資金は市

が1000万円、農協が450万円の負担である。このよ

うに出資の形はすっきりしているが、みやぎ仙南

農協は、2市7町にまたがる丸森・白石・角田・蔵

王・柴田・村田・川崎農協が合併した超広域農協

である。職員は市が2名、農協が1名出向のほか、

農業共済出身の事務局長と市OB1名がいる。

同市は1970年に「顔と暮らしの見える産直」に

取り組みだし、1991年には目黒区の小学校で田植

を教えるなどの実践に取組み、1996年には市の農

業振興協議会を設置した。しかし広域合併した農

協は特定地域のみを特別にサービスすることはで

きないということであり、かつ農協の基盤は兼業

農家主体で農協青年部出身の若い専業的農業者の

期待に応えることはできない。彼らに言わせると

昔の角田市農協は農業に熱心だったが、合併農協

は最低水準に合わせており、そもそも合併すべき

ではなかったという思いがある。そういう農協の

関心を角田市に引きつけるにはたんなる協議会方

式には限界があり、公社の設立ということになっ

たようだ。

公社は社団法人として設立され、出資は市と農

協のみだが、法人構成員には個人会員165名(認定

農業者が大部分、うち女性は10名)、組織会員17、

団体会員7で計189会員から成る。はじめから意欲

ある担い手農家をパートナーにした公社だといえ

る。

公社の目的の第一は地域農業戦略の調査研究、

第二はシンクタンク機能、そして第三が合理化事

業である。さらに農産物の販売戦略の研究、都市

消費者との交流も掲げられている。近隣公社を視

察すると公社自らが農業、農作業を行っているが、

それは農業者の仕事を奪うことになるのではない

かということで、農地集積だけでなく食べ物の大

切さ、食の生産現場を消費者に伝える仕事等も任

務に加えたわけである。

2000年に設立と同時に、この目的に即して農業

者・行政・団体各10名の委員により「角田農業戦

略プラン」の策定を行った。同プランには「当初

の構想は…土地利用システムを公社の主な事業と

考えていました。それが一転したのは、農業者か

ら『そんな公社はいらない』という声があがつた

からです。『これからの角田農業をグランドデザ

インできるような公社を』、『攻めの農業戦略を創

れる公社を』と、次々に意見がだされました。こ

うしてわが公社に『シンクタンク機能』が加えら

れ、これが前面に踊り出てきたのです」と書かれ

ている。

とくに40代の農業者が自分たちの後継者をどう

育てるのかという問題意識で自立農業塾というこ

とで、「あぶくま農学校」の下に地元の農業後継者

のための「風の塾、新規就農者のための「土の塾」

を立ち上げ、33名の農業者が「百姓先生」となつ

て教え、また20戸の農家が研修生の受け入れ先に

なっている。

さて農業戦略プランの策定から5年たっなかで

米価下落となり、プランの抽象性が意識されるな

かで「実践塾」を立ち上げて、現在は販売戦略、

地域ブランドの確立に力を入れている。これまで

も前述の小学校での取組や米屋との交流等をして

きたが、それを販売に結びつけたいということで、

2005年の玉川高島屋での「あぶくま農学校ブラン

ド農産物」のセールスプロモーションには塾生20

名、事務局6名が参加している。塾生がビジネスモ

デルをつくり、「一点突破」で地域農業の底上げを

図りたいとしている。

利用権合理化事業は2000年当初は140haあった

ものの、その後100haを切っていたが、2006年度に

は再び121haに伸びている。白紙委任は5%足らずと

言うが、最近は増える傾向にある。農地集積促進

員33名をおいて調整している。

このような戦略策定機能と合理化事業が公社の

事業の柱であり、担い手育成総合支援協議会の事

務局は引き受けているが、集落営農や法人化は農

協等の仕事で公社はサポート役だという。そもそ

も協業組織化が盛んな地域ではない。
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5.斐川町農業公社

(1)斐川町農業公社とグリーンサポート斐川

最後に西日本から斐川町の事例をみる。斐川町

は1自治体1農協という完結した一つのエリアを形

成していることが特徴である(5)。

同町は農業基本法を受けて1963年に農林事務局

を設置する。役場内に普及所の出先が置かれ、町

と農協が各200万円を出して地域農業の振興方策

を検討する場として設置された。今日では機能的

には有名無実化しているが、町の農林施策はここ

を通さないと進まない仕組みにはなっている。

1972年に農協のライスセンターが設置されて、農

協の機械リースによる作業受託農家20班200戸が

農作業班協議会に組織され、停滞的といわれた斐

川農業の構造も動き始めた。1992年に農林事務局

の農地集積の機関として農用地管理センターが設

置され、農協OBが1名配置された。センターは多く

て年15haほどの農地の斡旋をしていたとされる。

このセンターを再編して、町と農協が各2500万

円を出資して1994年に設立されたのが斐川町農業

公社である。当初は農協OBの事務局長(現在は三代

目で55歳)と役場職員1名、プロパー職員1名(現在

33歳)だつた。彼は研修制度の後継者育成として公

社が3名雇用したなかで唯一残った者である。

役場職員は2年半後には引き上げ、現在は農林振

興課の中に公社担当が1名いるのみである。先のプ

ロパー職員はその後に後述するグリーンサポート

に移籍し、代わりにプロパー職員(同28歳)が採用

される。

運営資金はピーク時で計1050万円が町と農協の

折半で支出されたが、現在は農協が450万円、財政

難ということで町は360万円に減らしており農協

と公社から町に対しては再度の人員派遣を要請し

ており、町としても出向等の条例制定を検討して

いるところである。

農林振興課も10名体制と厳しいので出向となれば

何らかの業務をもっていくことになる。

このような資金難のなかで、公社は農協から育

苗等の委託を受けた場合に3%の手数料をもらうと

か(公社も管理作業に携わる)、堆肥散布150ha、土

壌改良剤散布200haに取り組んでそれを町の建設

協会に委託し、3000円の料金を協会2100円、公社

900円で折半するとか独自財源の確保に腐心して

いる。

公社の立ち上げの直接のきっかけは前述の農地

あっせんではなく管理耕作に対する需要であり、

公社が合理化事業にとりくむのは遅れて2001年か

らである。2002年に町が行ったアンケート調査で

は、公社や法人に農地を任せたいが32%、公社に作

業受託して欲しいが14%あり、受託組織としても期

待されていることが明らかになり、2003年に受託

組織としての有限会社グリーンサポート斐川(以

下GS)を、町と農協が各490万円、社長(62歳、元学

校生協事務局長、公社の臨時職員)が20万円の出資

の計1000万円で立ちあげた。プロパーの職員とし

て先の33歳氏が作業を担当する。彼は自立就農す

るのではなくGSの職員として農業に携わる道を選

択した。

これに伴い公社の現業部門は全てGSが行い、公

社は管理調整機能に徹することになる。GSの背景

は以上のようだが、直接には管理耕作農地を水稲

ではなく転作に当てるのがベターというのが公社

常務の判断だが、公社だと転作の奨励金がもらえ

ないという問題があった。GSは社長に180万円、作

業担当者に350万円払って2006年度で当期利益36

万円を上げトントンというところである(累積204

万円の黒字)。

以上の関係図を引用すると図1のごとくである。

このうち農協の協議会は5ha以上の認定農業者20

名の集まりであり、斐川町の個別の担い手がほぼ

集約されており、公社が日常的につきあつている

担い手農家でもある。部会はそのうち転作作業受

託する者で4名である。ちなみに斐川町の認定農業

者は75名(土地利用型34名、畜産11名、園芸30

名)、集落営農組織は32(特定農業法人3、特定農業

団体25、機械共同利用4)である。

町は2003年に案を各地域の営農座談会にかけて

「斐川町農業再生プラン」(04年にバージョンアッ

プ)を策定した。そこでは担い手農家、集落営農組

織、特産・生きがい農家ごとの農地ゾーニングを
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図1－斐川町農業公社と関係団体

図2－利用権設定面積及び合理化事業実績の推移

利用権設定面積及び合理化事業実績の推移

行うとし、さらに地域水田農業ビジョンでは町一

円の農地を一農場とみなす「一町一農場方式」を

打ち出し、以上を踏まえて担い手ごとのエリア分

割の協議を進めることとした。

町の合理化事業の実績は図2のごとくで、これで

は合理化事業の割合は必ずしも高くないようにみ

えるが、それは合理化事業以前の利用権があるか

らで、それを除けば増加分のほとんどは合理化事

業にのっているといえる。公社の話でも白紙委任

が8～9割にのぼつている。利用権設定にあたって

は産地づくり交付金を原資として5000円を地主3、

借り手2の割合で支給している。また農協を通じた

小作料の振り替えの手数料を徴収しないためメリ

ットが感じられ、地主からの白紙委任の文句も出

ないという。こうして「公社に農地を出せば安心」

ということで合理化事業が町民に浸透していると

公社はいう。

以上を通じて担い手への集積は60%に達してい
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る。国の方針は70%だが、公社としては畦畔の草刈

りも担い手に集中するので担い手が過重になって

おり、このままでは限界で集落営農や雇用も必要

としている。他方では2006年7月の農用地利用意向

調査では220haの農地が動くことになるので、公社

の活路をそこに見いだしている。

そのほか、担い手育成総合支援協議会の事務局

は農林振興課、水田農業推進協議会の事務局は農

協、集落営農の連絡協議会の事務局も農協で、公

社は直接にはかかわらない(実際には大いにかか

わって点は次項で述べる)。いずれの協議会にもコ

ーディネーターはついていない。

町農政の今ひとつの特徴としては生産調整のと

も補償制度がある。それは水田面積反当5000円の

拠出と町600万円、農協1000万円の助成に産地づく

り交付金をプラスしたものを原資として、地主に

26,000円、実作業者に35,000円が行く仕組みであ

る。利用権を設定した場合は、もちろん全額が借

り手にいく。また割当面積の過不足は反当15,000

円の授受になる。このように地権者にもそれなり

に配慮しつつ、実転作者にメリットがいく仕組み

が採られている。

(2)面的集積機能と集落営農

以上を踏まえて公社なりGSがいかなる機能を果

たしているかが問題である。まず前述のように「農

業再生プラン」では担い手農家等のエリア配分を

行うとしているが、具体的な図面上のエリア分け

をしているわけではなく、担い手農家は20戸程度

と少ないから自ずと守備範囲が決まっており、地

元では誰のエリアか分かっており、飛び地にはな

らない。逆に飛び地を誰が引き受けるかが問題に

なる。

当初は公社が中間保有・管理耕作し現在はGSが

利用権の再設定を受けている面積はピークで25ha

程度までいつたが、現在は15haであり、毎年変動

する。それはGSの保有地が担い手なり集落営農の

調整弁になっているからである。おおむね条件の

良い田は調整に使われて、GSに飛び地や町の周辺

部の山付き水田が残ることになる。たとえば4戸が

耕作していた6haの団地があり、それが1戸に集約
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されたが、その1戸が倒れて公社に持ち込まれ、GS

の耕作になったが、その農地に対する担い手から

の要望が出て、GSの方が頼んで半分を残してもら

い、半分を放出している。いまのところGSの耕作

地でまとまつているのはこの3.5haと、平坦地だが

未整備でほぼ耕作放棄されていた1.7haで、こちら

は地主の了承を得て畦畔を取り払い均平にして耕

作している。残りは点在である。

図2で2006～07年に20ha増大しているが、このう

ちGSは町のはずれの1haを引き受けている。

05～06年には大幅に増大しているが、これは集

落営農がらみである。すなわち明治合併村・出東

村(旧村)の明治初年廃藩置県時の坂田村(大字)の

藩政村(と思われる)土手町には土手町上、どてま

ちの2農業集落(と思われる)があり、自治会にして

9つある。このうち土手町上の3自治会(親和・資

生・大和)では1983年に圃場整備を終えた後、新島

根方式の補助事業で84年から営農組合を作り、機

械の共同利用を始めた。補助事業の性格もあり農

業者だけでなく老人会、婦人会、青年会も参加し

て地域ぐるみで話し合いをして全戸参加(37戸)で

立ちあげた。1996年から大麦の集団転作に取り組

み(オペレーター6～7名)、2002年から経理も一元

化した協業型の集落営農になり、2006年に農家27

戸の全戸参加の特定農業団体「土手町上生産組合」

(エリア面積30.3ha、現経営面積221ha、集積目標

23ha、27戸)となって品目横断的政策に参加するこ

とになつた(園芸作主体の認定農業者が4名いる)。

土地利用は水稲17.7ha、うち直播1.4ha、大麦3.1ha、

牧草3haである。全戸が面積に応じて出役する建前

だが、でられないのが2～3戸いる。水稲・麦の管

理作業は地権者に再委託し、その対価はおととし

までは反20,000円、現在は値下げして10,000円で

ある。オペレーターは18名(最高68歳から44歳まで

で50代、60代が中心)で時給1,400円→1,200円(刈

り取りオペは1,600円で変わらず)、補助者もおな

じ。経費を差し引いた剰余を全て配分する方式だ

が、2006年度は反当54,148円(うち労働割りが

20,961円、面積割りが33,187円)、役員の年報酬

は4～6万円である。
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以上、1集落営農の骨組みだけを紹介したが、実

は坂田村には4つの営農組合(土手町上のほか、ど

てまち、畏友、碇下)があり、それらの農地が入り

組んでいたために、それらが特定農業団体化する

際に、公社がこれら4つの営農組合から白紙委任を

受けて全農地の利用権を公社に設定してもらい、

営農組合単位にまとまるように再配分した。先の

公社の05～06年の増加分は159haにのぼるが、4つ

の営農組合の面積は併せて119haだから、そのかな

りの部分はこの再配分に伴うものである。面積の

再配分ではなく場所の再配置だが、面積差は5aに

とどまったという。

このような公社の再配分機能は、集落営農化に

伴う担い手農家の「貸し剥がし」問題にも有効に

機能している。すなわち一つは黒目上営農組合(エ

リア面積21.6ha、22戸)で、そこには営農組合のメ

ンバーでもある32ha規模農家S氏の耕作地が5haあ

った。この農地は営農組合に組み入れるとともに、

その周辺農地をS氏に斡旋している。そのためには

GSの保有地を種に3～4人の農地を動かして調整し

ている。

もう一つは川東営農組合(エリア面積39.4ha、

35戸)で、ここもS氏ほか2人の担い手農家とGSの保

有地があったが、これも営農組合に回して、白紙

委任されていた20haの農地を回している。

このように公社の中間的農地保有とGSの管理耕

作は、引き取り手の少ない周辺部飛び地を引き受

けたり、集落営農の農地をまとめたり、集落営農

と担い手農家の競合の緩衝帯として役割をよく果

たしているのである。

さて話が前後するが、土手町上の集落営農は今

後どうなるのか。一般に斐川町では法人化のメリ

ットが見えてこないという不満がある。消費税が

問題だし、内部留保を構造改善準備金として積み

立てて節税しても、機械の購入時に圧縮償却すれ

ばおなじことになるではないか。今まで全戸で配

分していた所得が一人に集中するのも納得がいか

ないというわけである。さらに今回の「農政の見

直し」で法人化のハードルが低くなったことで、

「トーンダウン」だという。

実は土手町上の集落営農には隣の「どてまち営

農組合」から合併の話が持ち込まれている。土手

町上としては自分たちが苦労して作り上げた集落

営農に楽して参加しようというのはケシカランと

いう反応だが、リーダーは「一本化して法人化か

な」と思っている。しかしそれにしても「(法人化

に向けての)雲の層が厚くなった」というのが現地

の反応である。

前述のように土手町を藩政村、土手町上を農業

集落としたが、実のところ確信はない。確かに営

農活動やドント焼き、観音堂の夏祭りは土手町上

の単位だが、神楽の保存会、祭は土手町の単位で

やっている。先のように営農組合間で農地が入り

組んでいるというのも土手町上が「農地の領土」

としての農業集落(むら)と言い切れない面をもつ。

っまり藩政村と農業集落の関係は他地域のように

クリアではない。その意味では土手町という藩政

村で一つの集落営農を作り、法人化する意味はあ

るのではないかとも思われる。

既に法人化した集落営農として藩政村・今在家

を範囲とする農事組合法人「あかつきファーム今

在家」についても詳細なヒアリングを行ったが、

ここでは省略する。斐川では藩政村が意外に生き

ているということを付記したい。

Ⅳ

広島県における集落営農の展開

1.広島県における集落営農の展開

広島県における集落営農の展開につていては既

に報告した(6)。

広島県では県の普及組織と行政の人事交流・連

携体制により、県により強力に集落営農の育成が

なされている。広島県の中山間地域の集落は小さ

なものが多く、集落ごとの任意組織としての集落

営農の立ち上げには政策対応上も難があるなかで、

はじめから法人化を視野に入れた指導がなされて

いる。

現在、県は集落営農のステップアップに取り組

んでいる。ステップアップは縦軸に規模をとり、

近隣集落への規模拡大、集落営農間のネットワー・

ク化や合併、集落法人・大規模農家・参入企業の
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連携を志向し、横軸に経営のキャリア拡大をとり、

米に代わる品目の育成、生産・販売のスキルアッ

プ、集落営農・大規模農家・参入企業の連携(同様

の表現は先の縦軸にも使われた)を掲げている。こ

れらを通じて、集落営農等の所得分配構造の改善、

従事者所得の確保、配当ウエイトを地代から労賃
へ、人材の育成、構成員の当事者意識の改革、後

継リーダーの育成等をしようとしている。要する

に地域ぐるみ型、地権者優位型の集落営農から、

中核的な担い手による経営体としての集落営農へ

のステッフ゜アップといえよう。

このなかで注目されるのは集落営農の近隣への

規模拡大、ネットワーク化・合併へのチャレンジ

である。そのために各地域に集落営農め連絡協議

会が作られている。それをみたのが図3である。こ

こで注目されるのは地域によって個性がある点で

ある。

たとえば三次地域は名前からして「JA三次集落

法人グループ」である。その下に三次市も構成員

として入っているが、実際は三次農協がリーダー

になつている。三次市が合併に伴い必ずしも地域

農政の体制が整っていないなかで、三次農協は営

農支援課をたちあげ、課員2人体制を強力な地域支

援マネージャー(普及OB)でカバーしつつ、管内の5

町村ごとに地域営農集団協議会を組織し、相互連

携を図っている。なかでも地域ぐるみの集落営農
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化に成功した農事組合法人・ファーム紙屋の農協

歴40年の組合長は、地域に出向いて集落営農たち

あげのノウハウを伝授している。

その他は概ね地域名が採られているが、構成は

区々である。たとえば庄原農協は二つの地域に名

をつらねているが、関係する地域は集落営農化が

遅れている地域であり、農協は法人化に必ずしも

積極的ではない。

このように様々な態様がとられているというこ

とは、いいかえれば本稿でテーマとしている行政

と農業団体によるワンフロア化が必ずもめざされ

ていないことを示唆する。加えて広島県下は農業

公社の展開が早期に見られたところであるが、自

治体等の広域合併のなかでとくに作業受託型の公

社を始め、見直しがかけられているところでもあ

る。それをまた言い換えれば、一律にワンフロア

化をめざすのではなく、地域の状況に応じてリー

ダー役が現れてくるということだろう。

そのようななかで、東広島市では集落営農の先

頭を切った重兼農場のオペレーターが病気で倒れ

るといつたアクシデントに対して、農業組合法人

「さだしげ」が支援にでかけており、そういう取

り組みを通じて市全体の集落営農の連携ができな

いかが話し合われている。世羅町は集落営農が多

い地域だが、そこでは集落営農が協同して米屋に

「世羅米」を売り込んでいる。

図3広島県における集落営農の地域協議会
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県の指導体制と地元における集落営農の連携関

係の芽生え、それを地域機関が様々な(必ずしもワ

ンフロア化ではない)取り組み方で繋いでいく方

式といえる。

2.旧大朝町(北広島町)と大朝農産

旧大朝町では「200ha超大規模集落営農(株式会

社)の誕生」(2007年3月)が大きく新聞報道された。

既存の集落営農法人と大規模稲作農家等の出資に

よるネットワーク組織の形成である。その構成員

を示したのが表2である。以下これに基づいて報告

していく。

大朝町の農政部局は2002年頃から土地利用型農

業振興公社の構想を固めていた。町・農業委員会・

旧千代田農協・芸北事務所農林局を運営委員会と

し、集落農場型法人と大型稲作農家を構成員とし、

これら構成員に対して機械リース、担い手間調整、

経営管理等を行う社団法人である。必ずしも町長

等の合意を得たものではなかつたようだが、その

後、町も4町が合併して北広島町になり、農協も広

島北部農協に合併した。そして行政はそれぞれの

旧町が思い思いにやっており、北広島町は広島北

部農協と広島市農協にまたがることになった。前

述の五所川原市以上に複雑な関係で、要するにワ

ンフロア化等には遠い状況である。

他方で、大朝町は6大字(藩政村)があるが、ほぼ

谷=大字ごとに先の集落農場型法人が育ってきた。

大朝町の集落営農(集落農場型法人)は、集落と、

その集落内外で借地展開している担い手農家との

連携型法人であるのが大きな特徴である。担い手

農家は集落内の集積農地や自作地は集落営農に組

み入れ、集落外の農地は継続耕作しつっ、集落営

農のオペレーターとして集落営農を実質的に支え、

集落営農が補助金等で導入した大型機械をフルに

活用するという連携関係である。具体的には表2

の平田農場とK氏、いかだつとW氏、天狗の里とS

氏である。

他方で集落営農がたちあがっていない大字とし

て大塚と宮迫がある。大塚は相対的に規模の大き

い農家が多いが、あまりまとまりがみられず(1氏

が大朝農産の構成員となっているが同氏は20頭飼

養の和牛農家)、また宮迫80haのうち20haは鳴滝農

場が耕作しているが、その鳴滝農場も前のリーダ
ーが死亡し、より高齢の組合長に代わるなどした

ところである。

かくして町内は集落・担い手連携型法人の3地域、

担い手農家はいない地域ぐるみの集落営農(大

朝・鳴滝農場と新庄・宮の庄さくら農場)、そして

集落営農の展開がまだみられない大塚・宮迫の2

大字に分かれることになる。

谷・大字ごとに集落営農化されたところも、そ

れが大字の全面積をカバーしているわけでは必ず

表2一株式会社大朝農産の構成員一2007年3月一
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しもない。たとえば岩戸は、平田農場が3集落をカ

バーし、残り2集落は大型農家であるSA氏が借地展

開しているが、SA氏は集落営農化すると自分の好

きなようにやれないという考え方であり、大字と

してのまとまりは課題として残されている。

また連携型法人も問題を残している。すなわち

集落営農と自分の経営のどちらの作業を優先する

かでK氏やW氏とS氏の間には意識の差がある。

このような課題を残しながらも谷・大字単位へ

のまとまりの拠点形成がなされつつある。また、

いろいろな考えの違いはありつつも、担い手農家

同士はエリア的に競合しないこともあり仲がよい。

その背景には転作受託としての大豆生産組合(K氏

が組合長)、飼料稲生産組合(W氏が組合長)が2001

年から組織化され、活動しているからである。

これらの集落型法人や担い手農家が品目横断的

政策をにらみながら、転作受託を行うネットワー

ク組織として立ちあげたのが表2の大朝農産であ

る。表に見るように、必ずしも集落営農的な志向

をしていない担い手農家のSA氏やI氏も参加して

いる。先の転作組合は任意組織なので政策に乗る

には法人化が必要だったこともある。出資は1株10

万円で86株発行し、法人と担い手農家が引き受け

た。地域としては農協にも出資を申し入れたが、

2007年夏の調査時点では回答を得られていなかっ

た。構成員が経営する面積は200haに及び町の4割

を集積したことになる。

大朝農産の業務は、第一に前述の任意組織が取

り組んでいた転作作業である。お互いに作業の応

援をしようということで、前述のように法人間に

も労働力的に差があるなかでこれを稲作等にも拡

大することが期待されている。第二にエコファー

マーの資格をとったこだわり米の販売(2007年は

全部で15ha栽培)の窓口機能である。第三にそれと

も関わりで資材の共同購入もしている。大口を15%

引きずる業者もいるなかで、農協も5%引きしてお

り、それを10%まで引くように要求している。

さらに今後の課題として、第四に新規就農者の

受け入れがある。とりあえずオペレーター20名を

登録しているが、労力的に苦しくなってきた集落
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農場もあり、大朝農産が一種の人材バンクとして

労働力の補完・調整もしたい。第五は初心でもあ

る土地利用調整機能である。役員レベルでは大朝

農産に利用権を設定することの合意はできている

が、やはり地元に帰ると地権者の理解を得られる

かは不安で、今のところそこまではいつていない。

しかし前述のように町の農地の4割を集積したと

なると、残りの農地にも責任がてでくる。たとえ

ば3ha以上の農地をまとめた場合は大朝農産が斡

旋する、相手がみつからない場合は自ら引き受け

るといったことをしたい。

こうして2002年の農業振興公社の構想は、大朝

農産という違った形で(自ら営農しつつ調整する)

徐々に実現しつつあるといえる。

Ⅳ

中間的なとりまとめ

本稿では地域農政が当面する広義の担い手育成

に関連する諸課題は、各機関・団体がおかれた状

況からしても、個別の機関・団体が単独で担い、

果たせるものではなく、関係する機関・団体の経

営資源を糾合した一つの地域農業支援システムが

必要だという観点から各地の実践をみてきた。そ

の場合の地域農業支援システムは従来のたんなる

情報交換、協議や、ネットワークとしての機能で

はなく、共通課題を遂行する協働のシステムであ

ると仮定した。

地域における担い手育成の課題は端的にいて品

目横断的経営安定対策の対象となるための集落営

農の育成だった。ところが地域の農業構造におい

てある程度まで個別の農業経営体が成長している

ところでは、面的な集落営農の形成には困難が大

きく、改めて地域農業の担い手をどのようなに考

えるのかが問われる。端的にいって個別の担い手

経営中心でいくのか、集落営農で行くのか、両者

の棲み分けを図るのかである。

しかるに品目横断的政策が一定の要件を満たす

集落営農のみを政策対象とすることにより、大き

な歪みをもたらした。第一に、地域農業の担い手

をじっくり考えるべき時に全国一律に集落営農へ

の傾斜をもたらすことになった。第二に、その集
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落営農の面積・法人要件等は徐々に緩和され、最

後には経理一元化という形式要件だけが残ったと

いっても過言ではない。政策が政策対象を選別・

限定する時、より多くの地域農家をその政策対象

にするべく、その方便として集落営農の形式要件

を満たそうと割り切ることは地域の責任ではない。

しかしそれは本来の協業体としての集落営農の概

念を著しく歪め、地域農業の担い手としての集落

営農の育成を阻害することになる。

そもそも生産組織や集落営農、法人化に最も熱

心に取り組んできたのは県普及組織であり、それ

なりの周到な手順を踏んだ育成方式に従って着実

に集落営農や法人組織の立ちあげを支援してきた。

しかるにそこに品目横断的政策対応型の、その要

件としての経理の一元化をするだけの、本稿で「ペ
ーパー集落営農」と呼んだものが政策的に作られ

ることになつた。

このような集落営農の育成に最も真剣に取り組

んだのは農協組織である。それは農協の組合員平

等という組織原理に即したもので、それ自体は間

違いではない。間違いではないが、たんなる政策

対応を担い手育成という構造政策と錯覚したら間

違いになる。

ともあれ、このような「ペーパー集落営農」で

あれば、農協が単独でできる仕事である。むしろ

短期間には単独で取り組んだ方が調整労力がかか

らないだけ効率的である。結論的にいって「ペー

パー集落営農でよし」とした地域は新たに地域農

業支援システムの形成には至らなかつた。その必

要がなかったからである。

それに対して協業集落営農化をめざした地域は

何らかの新たな地域農業支援システムを真剣に模

索したし、しているといえよう。本稿でみたよう

に、地域における行政や農協の協働関係の濃淡は

あるが、いずれも何らかのワンフロア化をめざし

ているといえよう。

しからばペーパー集落営農地域にはそのような

新たな地域農業支援システムは必要ないのかとい

えば決してそうではない。経理一元化だけの、経

理一元化どまりのペーパー集落営農では何ら協業

メリットを発揮できないし、担い手育成や構造変

革たりえないからである。のみならず酒田市のア

ンケート調査に異口同音に述べられているように

個別の担い手育成というもう一つの構造政策の強

力な阻害要因になる。とすればペーパー集落営農

を出発点として協業集落営農に前進する努力、個

別の担い手との間の土地利用調整・連携とそれへ

の支援が必要になり、そのためには新たな地域農

業支援システム、ワンフロア化が必要になるとい

える。

このように新たな地域農業支援システムが求め

られるとして、それが恒久化するのか、それとも

やはり品目横断的経営安定対策の一時代の一過的

な現象に終わるのかが次に問われる。そもそもワ

ンフロア化は農業公社と異なり、条例マターでは

なく、トップの決断ひとつで可能であり、また特

段の予算措置を必要とするものでもない。その点

で機動的に作れると同時に機動的に撤収しうる、

身軽な組織だといえる。その意味でも一過的なも

のに終わる可能性は高い。また必要に応じて作れ

ばよいと言うことになるし、そのために反目、対

立、失敗といったトラウマを残さずに消えること

が明日のためかも知れない。

他方で、ペーパー集落営農から協業集落営農へ、

そして法人化へ、さらに組織統合・広域化へとい

うさらなる道を追求するとすれば、そう簡単に任

務が終わるものでもないといえる。

いずれにせよ、新たな地域農業支援システム、

ワンフロア化は、何のためのワンフロア化か、地

域の農業の担い手をどう育成するのかという強固

な地域戦略意思があつて初めて実現し機能するも

のだといえる。

農業公社もまたこのような地域農業の必要性に

応じて設立されてきた。ソフトなワンフロア方式

に対して、農業公社は出資金と毎年の運営資金の

負担を必要とする制度体の形成であり、ハードな

方式である。自治体や農協の財政にゆとりがある

時は、首長の政策や他がやっているからウチもと

いつた連鎖反応で設立することが可能かもしれな

いが、財政が厳しくなるなかではよくよくの選択
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だといえる。そのような選択が地方財政危機と農

協の経営危機のなかで衰えずに続いていること自

体がまず一つの驚異である。

農業公社の背景には冒頭で仮説した組織間関係

論が濃厚に横たわっている。農協が数個の自治体

を抱え込むことになつた道央農業振興公社は農協

サイドのイニシアティブ、逆に自治体内に数個の

農協を抱え込むことになった幕別農業振興公社は

自治体のイニシアティブで設立されたといえるが、

多くのケースは広域農協と狭域自治体の組み合わ

せのなかで、農協が地域から遊離しないよう、農

協の地域引き留め作として自治体側から提起され

たケースが多いといえる。なかには斐川町農業公

社のように1自治体1農協という関係の中で両者の

合意により設立されたものもあり、それが最も理

想的といえるかも知れない。

いずれにしても財政負担を伴うハードな方式と

しての公社設立に踏み切るには、地域における戦

略意思の強固な統一が不可欠である。とくにトッ

プのそれが求められる。

こうして設立された農業公社だが、その任務の

力点はさまざまであり、かつ時代とともに任務を

シフトさせているのが印象的である。道央は設立

まもないが、いずれ任務の鮮明化を求められるだ

ろう。幕別は新規就農育成から白紙委任合理化へ、

真岡は利用権合理化から生産調整へ(「から…へ」

は強調で、現実は「も」だろう)、角田はビジョン

策定から地域ブランド・マーケティング戦略へ、

そして斐川は管理耕作から白紙委任合理化へ、で

ある。

すなわち公社方式はハードな方式であるだけに

任務を硬直化させると地域のニーズの変化に対応

できず、不要視されることになりかねない。公社

が常に地域から必要とされるためには地域ニーズ

に敏感に対応し、機能シフトしていく必要がある。

それはたんに公社の自己展開ではなく、地域の農

家なかんずく担い手農家、さらには地域住民との

絶えざる双方的な情報交換に基づく必要がある。

その点で、「公社」という名称自体が日本の風土の

なかでは「お上」の印象を払拭できないが、角田市
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農業振興公社の社団法人としてのあり方は示唆的

といえる。

このような時代による機能力点のシフトがある

としても、公社が公社たるためには、農地保有合

理化機能がベースにすわる必要がある。その点で、

公社間には利用権合理化事業の扱い量に大きな差

がありうる。その差は公社の主体的努力による部

分もあろうが、それ以上に地域の農業構造に規定

されている。どうがんばろうと手を抜こうと、出

てくる農地は出てくるし、出てこないものは出て

こない。その意味で利用権合理化に実績をあげて

いる公社もそれだけでは評価できない。きいつ言

い方をすれば当たり前であり、実績があがらない

のがおかしいのである。ということはやはり利用

権合理化の内容・質が問われるわけで、面的集積の

実をあげることが問われる。

同時に面的集積もまた地域の農業構・造に規定さ

れる。斐川町のように担い手がある程度特定され、

そのエリア分担が自ずとできあがりつつあるとこ

ろは面的集積も進みやすいが、地権者の家産に対

する愛着がなお強い自作農意識の地域ではそう簡

単ではなく、無理をした面的集積はリバウンドの

可能性をもっ。

2007年に農水省が提起した全市町村への面的集

積組織(機能)の張り付けば、そういう熟度を考慮

しない一律方式だといえる。また農業公社のこれ

までの努力を過小評価し、未知数の新方式に全て

を賭けるのも行政としてリスキーに過ぎるといえ

る。

本稿では農業公社もまた新たな地域農業支援シ

ステム、ワンフロア化の一つの試みと位置づけた

が、新たなシステムの最大の課題としての集落営

農については、道央や真岡の事例を除き、公社の

メインの仕事には位置づけられていないようであ

る。そこに利用権合理化を核とした農業公社の限

界があるともいえるが、少ないスタッフで何もか

もできるわけではない。むしろ利用権合理化の固

有の機能を集落営農の育成にも活かす道が求めら

れる。そのような実践の実をあげたのが斐川町公

社である。
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斐川町公社がそのような機能を担い得たのは、

同公社が農地保有合理化事業本来の中間的農地保

有を果たし得たからである。しかもそれは公社単

独では果たせず、中間的保有農地を管理耕作する

主体としての有限会社・グリーンサポートを随伴

しえたからである。もちろん公社本体が管理耕作

する手もありうるが、多様な展開可能性を考えれ

ば、それ自体が一つの担い手としての経営体とし

ての受け皿がより望ましいだろう。真の白紙委

任・面的集積・土地利用調整は中間的農地保有の

機能なしには実効性を欠くことを斐川町公社の実

践はいかんなく示しているといえる。

以上、「支援する」側の支援システムについてま

とめてきた。それに対して最後に見た広島県はワ

ンフロア化を必ずしもステップしない事例である。

しかし大朝農産の動きや志向は、集落、農業者自

らが地域農業支援システムを構築しようとする事

例として貴重である。それを可能にしたのは中山

間地域に残されたごく一握りの担い手農家(多く

の中山間地域はそのような担い手すら欠いてい

る)と集落との連携関係だろう。

東北等の平場農村ではなまじ担い手が点在する

ためになかなか集落営農にはいかなかった。その

ような地域も含めて今後の集落営農の展開方向と

しては、このような集落・担い手連携型のそれが

考えられるし、さらにその合併・統合という展開

方向が考えられよう。そしてそのような展開は行

政や農協といった「支援する」側からの働きかけ

だけではどうにもらなず、集落や担い手が自らが

自らを「支援する」ことが必要だろう。

(5)斐川町公社については村山元展『地方分権と自

治体農政』日本経済評論社、2006年、第5章。

(6)広島県と大朝町の集落営農については拙稿「集

落営農と個別経営の連携型法人化」拙編著『日

本.農業の主体形成』筑波書房、2004年。
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