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農政改革下の水田農業地帯における認定農業者等の経営展開

-山形県酒田市の品目横断的経営安定対策の推進下にみる-

国学院大学兼任講師　神山安雄

1.課題と方法(酒田市農業の特徴と位置づ

け)

本稿は、東北・庄内平野に位置する水田農業地

帯・山形県酒田市の認定農業者等が、2007年度か

ら始まった「農政改革」、とりわけ品目横断的経営

安定対策に対して、どのように対応してきたのか

を報告するものである。

酒田市は従来から、地域農業の担い手としての

認定農業者の育成・確保をはかつており、1市3

町合併後の現・酒田市においては認定農業者数が

1,000経営を超えている。品目横断的経営安定対策

は、一定規模以上(都府県では原則4ha以上)の認

定農業者と一定の要件を満たす集落営農という

「担い手」に政策対象を絞りこんで、水田農業に

おいては、麦・大豆に対する所得補てんと米・麦・

大豆に対する減収分の補てんを行うものであった。

酒田市の認定農業者のうちの約7割は、経営規模

4ha以上であつたが、政策対象をより広範なものと

するために、行政および農協系統は集落営農の組

織化によって品目横断的経営安定対策に対応する

方針を打ちだしていった。こうした政策展開のな

かで、認定農業者がどのように対応し、また、ど

のように今後の経営展開をはかろうとしているの

か――これが、今回の現地事例調査のテーマであ

る。

(1)酒田市農業の特徴

山形県酒田市は、2005年11.月に旧酒田市と八幡

町、平田町、松山町の1市3町が合併して、人口

約12万人、総面積603k㎡となった。

酒田は、江戸時代から商業都市として発展して

きた町である。最上川の舟運が内陸部とむすび、

日本海の舟運が大阪・京都といった大消費地とむ

すんでいた。1930年代後半から臨海型重化学工業

の集積が進んだ。近年は、港湾整備のほか、庄内

空港の建設、高速道路の整備など交通基盤整備が

進んでいる。酒田港は2003年4.月、循環型物流拠点

としてリサイクルポートの指定を受けた。現在も、

最上川河口を中心に市街地が形成されている。酒

田都市計画は、市街化区域2,846haを市街化調整区

域9,259haが抱えこむかたちになっている。都市地

域の背後には、平坦な水田農業地域が広がり、市

東部の中山間地域の稲作地帯につながって、穀倉

地帯を形成している。総面積603k㎡のうち、山林

が331k㎡(55%)、原野・雑種地・その他を合わせ

ると446k㎡(74%)を占め、宅地が28k㎡(5%)、

農地が129k㎡(21%)である(2006年1月1日現在、

酒田市調べ)。

旧酒田市の行政区は、昭和の大合併以前の旧村

を範囲としており、13地区からなっている。市街

地は、酒田南部(酒田と表記)と酒田北部(北部

と表記)に分かれているが、両地区をあわせて人

口7万3000人である(表5)。残り11地区が農村部

になる。この13地区にあわせて、今回合併した旧3

町の八幡、松山、平田地区が加わり、新・酒田市

の行政区は16になっている。袖浦地区を除く酒田

市と遊佐町とをあわせて庄内みどり農協の管轄区

域であり、行政区ごとに農協の支店が置かれてい

る。なお、砂丘地の園芸地帯である袖浦地区には、

酒田市袖浦農協がある。

酒田市農業構造の第一の特徴は、水田農業地帯
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表1酒田市の農家数(2005年)

表2家族経営の経営耕地面積(2005年、酒田市)

表3経営耕・地面積規模別家族経営数(2005年、酒田市)



農政改革下の水田農業地帯における認定農業者等の経営展開 77

表4農業産出額(2004年度、酒田市)

にあって、歴史的にも分厚く存在する中規模農家

層が核となって水田農業の生産力を形成してきた

ことである。

酒田市農業は、経営耕地の9割を水田が占めるよ

うに(表2)、水田農業を大きな柱として展開して

いる。庄内平野では、歴史的に「中農層の分厚い

存在」があり、「中農層を核とした集団的生産力形

成」がはかられてきた(注1)。現在でもなおまだ

中規模農家層が分厚く存在していることは、とく

に旧酒田市農業の特徴として確認できる。旧酒田

市の1家族経営当たり平均経営規模は3.09haであ

り、中規模層、とくに経営規模5～10ha層の割合が

高く、そのため、販売農家、なかでも専業農家と

第一種兼業農家の割合が高くなっている(表1、

表2、表3)。

第二の特徴は、水田農業地帯のなかで、雇用機

会の少ないこともあって、中規模農家層を中心に、

その存立のために、〈稲作+野菜作〉という経営の

複合化がみられることである。

土地利用型農業にあつては、米生産調整のため

に〈稲作+大豆作〉の経営展開が余儀なくされた。

この大豆転作に対しては、集落の大豆転作を一括

して受託する組織が形成されていった。近年、カ

ントリー・エレベーターが農協支店の管轄区であ

る行政区ごとに整備されていくと、稲作の組織化

が進んだ。また、地方市場とあわせて、酒田市街

地の人口7万人と県内外から年間300万人を超す観

光客を対象にして、地場産農水産物の直売施設が

整備された。農産物直売所は現在、市内に16か所

整備されている。こうしたことを背景にして、中

規模農家層を中心に、野菜類などの直売を経営に

組み入れた〈稲作+野菜〉の複合化が進んだので

ある(注2)。

酒田市の農業産出額(表4)の作目別割合は、

米46%・野菜24%・畜産20%である。旧酒田市に

限れば、米42%・野菜30%・畜産17%である。こ

れは、旧酒田市が、砂丘地畑でメロンなどの栽培

を行う園芸地帯・袖浦地区をかかえるのと同時に、

中規模農家層の野菜作の導入・複合化が進んだ結

果である。

第三の特徴は、こうした中規模農家層を中心に

して、認定農業者が集落それぞれに密度濃く認定

され、育成されていることである(表5、表6)。

酒田市市長部局(農政課)と酒田市農業委員会

は、認定農業者制度の発足以来、こうした中規模

農家(といっても経営規模5～10ha層を中心に存在

する)の農業経営改善計画を認定して認定農業者

として、地域(集落)農業の中心的な担い手に位

置づけていくという施策をとってきた。同時に、

認定農業者を組織化して、酒田市認定農業者会議

が結成されていった。認定農業者同士が意見交換

し経営技術を相互研鎖していくという認定農業者
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表5酒田市の地区別農家数、経営耕地面積

表6酒田市の認定農業者数(経営体数)の推移(1995～2007年)
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の組織活動は、市町村や県レベルにとどまらず、

全国の認定農業者が一堂に会して意見交換を行お

うと、酒田市から全国に呼びかけて、第一回全国

認定農業者サミットが1998年11月、山形県酒田市

で開かれていった(全国から認定農業者および関

係者が1,300人参加)。旧酒田市の認定農業者数は

1998年687経営であり、市町村単位で全国一位であ

った。

その後も、酒田市においては地域農業の中心的

な担い手としての認定農業者の育成施策がつづけ

られており、旧酒田市の認定農業者数は2006年時

点で800経営を超えていた(表6)。農地流動化政
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策も主に認定農業者に向けて農地利用集積をはか

るものであり、所有権移転(売買+交換)と利用

権設定とを合わせると、認定農業者への農地利用

集積率は2001～04年、7割前後である(表8)。

酒田市の認定農業者の営農類型(表7)は、水

田農業地帯である酒田市と全国の傾向との単純な

比較はできないが、単一経営が少なく(酒田市20%

に対して、全国の認定農業者の営農類型(2005年3

月末)では48%)、稲作を主とした準単一複合経営

(酒田市37%に対して全国24%)と複合経営(酒

田市24%に対して全国13%)の割合が多くなって

いる(表7)。

表7目標営農類型別の認定農業者数(酒田市、2007年)

表8酒田市の農地流動化面積(2001～2006年)
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以上のように、酒田市農業構造の特徴は、歴史

的に形成されて分厚く存在する中規模農家層が、

農地の借り増しなどにより経営規模拡大をしつつ

も、カントリーエレベーターなどの整備を契機に

して地域における稲作の組織化と大豆転作の受委

託組織化を一方でともないながら、同時に個別経

営においては、その存立のために、労働集約的な

野菜作などを導入し複合化をはかってきたところ

にある。こうした中規模農家層を地域農業の中心

的な担い手として位置づけ、一定の経営規模拡大

と野菜作などの導入による複合化という農業経営

改善計画を認定することによって、〈稲作+野菜〉

の準単一複合を中心的な経営類型とする認定農業

者が地域に密度濃く形成されていったのである。

(2)本稿の課題と方法

そこに、2007年度から始まる農政改革3対策-
一品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、

農地・水・環境保全向上対策――に対する対応が

迫られていった。

とくに品目横断的経営安定対策は、一定規模以

上の認定農業者と一定要件を満たす集落営農とい

う「担い手」だけを対象にして、麦・大豆作に対

する所得補てんと米・麦・大豆作に対する減収補

てんをする対策であった。

認定農業者が地域(集落)ごとに密度濃く形成

されているといっても、地域ごとに相違がある。

旧酒田市の13行政区でみても、認定農業者数の総

農家数に対する割合は2006年時点で15%から40%

までの差がある(表5)。2005年に合併した八幡地

区の認定農業者数割合は10%、松山地区は17%、

平田地区は13%であつた。

また、担い手としての認定農業者の都府県にお

ける面積規模要件は原則4ha以上である。酒田市に

おける認定農業者は中規模農家層(経営規模5～

10ha)を中心にして形成されているが、それでも

経営規模4ha未満の認定農業者が相当数存在して

いる。酒田市全体の認定農業者数(経営体数)は

2007年6月末1,063経営であるが、そのうち経営規

模4ha未満が323経営(30.4%)である。旧酒田市

では、認定農業者826経営のうち、4ha未満が261

経営(31.6%)、旧八幡町は78経営のうち29経営

(37.2%)、旧松山町は69経営のうち17経営

(24.6%)、旧平田町は90経営のうち16経営

(17.8%)存在している(表6)。認定農業者のう

ち7割は面積規模要件を満たすが、残り3割は満た

さず、しかも、認定農業者が面積規模要件を満た

している割合は地域によって相違するという悩ま

しい問題に直面したのである。

結論から言えば、酒田市では、地域(集落)や

行政区(=農協支店・支所単位)ごとの農用地利

用改善団体を再建して、農地利用調整を行いなが

ら、品目横断的経営安定対策の加入要件を満たし

ている集落営農(特定農業団体)を組織して、地

域内の農家がその集落営農に参加することによっ

て、品目横断的経営安定対策の対象となる道を選

んだ。

現地事例調査のなかで詳しくみるように、酒田

市の集落営農は、品目横断的経営安定対策の生産

条件不利是正交付金および収入変動影響緩和交付

金の受け皿となるように、特定農業団体として組

織されていった。同時に、その特定農業団体は、

米生産調整の大豆転作を受託することによつて

(とはいっても、従来からの大豆転作受託組織に

再委託するかたちではあるが)、米生産調整を推進

して、産地づくり交付金の受け皿となる組織であ

る。あわせて、集落営農組織と一体となって、同

じ地域を範囲として、(組織としては別立ての組

織ではあるが)、農地・水・環境保全向上対策を推

進する母体として地域「農業資源管理組合」が組

織されていった。酒田市における集落営農は、農

政改革3対策――①品目横断的経営安定対策、②

米政策改革推進対策、③農地・水・環境保全向上

対策――を推進する母体として位置づけられて組

織されたのである。

酒田市においては、2006年から2007年半ばにか

けて、農用地利用改善団体が84組織、これにあわ

せて集落営農82組織(特定農業団体81組織、特定

農業法人1法人)が設立された(表9)。これらの

集落営農は、受託型(オペレーター型)と協業型

(地域ぐるみ型)に大別されるが、組織範囲は1
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表9集落営農(特定農業団体)の地区別組織化状況

集落、複数集落のものから行政区一本で数十集落

を範囲とするものまで、さまざまである。

認定農業者もまた、集落営農の組織化状況など

の地域の実情に応じて、品目横断的経営安定対策

への加入など、さまざまな対応形態をとることに

なった。認定農業者の対応形態は、大別すると、

①集落営農の構成員として参画して、品目横断的

経営安定対策には集落営農組織として加入する者、

②集落営農には参加せず、農用地利用改善団体に

は参加して従来からの農地借り入れについて利用

改善団体をつうじて維持し、品目横断的経営安定

対策には個人加入する者、③集落営農にも農用地

利用改善団体にも参加せず、品目横断的経営安定

対策にも加入しない者――の3タイプである。

農政改革、とりわけ品目横断的経営安定対策が

推進されるなかで、水田農業地帯の酒田市におい

ては、主に集落営農を組織化することによつて対

応することになった。設立された集落営農は、組

織範囲が1集落、複数集落から数十集落を含む行

政区までさまざまである。認定農業者は、分厚く

存在する中規模農家層を中心に認定され地域農業

の担い手として位置づけられてきたが、集落営農

の組織化状況など地域の実情に応じて、品目横断

的経営安定対策への対応を異ならせている。

そこで、集落ごとに14の集落営農が組織化され

る一方、相当数の認定農業者が品目横断的経営安

定対策に個別で加入している中平田地区と、行政

区一本で広域の集落営農が組織化された北平田地

区という、隣接する2地区を選定し、集落営農の

組織化と認定農業者の対応について、2地区を対

照させながら主に聞き取り調査によって検討する

こととした。あわせて中山間地域である八幡地区

において設立された特定農業法人について、聞き

取り調査を行うこととした。
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2.酒田市における農政改革3対策の推進
一品目横断的経営安定対策を中心に-

(1)品目横断的経営安定対策の加入状況

品目横断的経営安定対策の初年度(2007年度)

の酒田市における加入状況(表11)は、加入申

請件数(経営数)が合計482経営。その内訳は、

個人395経営、法人6経営(特定農業法人1法人を

含む)、特定農業団体(集落営農)80組織、作業

受託組織1組織である。作物別の作付計画面積は、

水稲6,329ha(2006年産作付面積の79%)、大豆

1,470ha(同100%)である。積雪寒冷地のため、

麦作はほとんどなく、麦の加入申請は2006年秋

に1件、1.3haであった。その他が314haあるが、

07年産の麦のほかは、大豆などの過去の生産実

績による加入申請面積である。

品目横断的経営安定対策の加入状況の特徴は、

第一に、特定農業団体など集落営農の加入申請

が多く、総作付計画面積の約7割を占めているこ

とである。第二に、地区内水田面積に対する加

入者・加入組織経営面積の割合(カバー率)、総

作付計画面積の割合(加入率)が高いことであ

る。とくに米の加入率は79%と高く、全国にく

らべて高い加入率になっている山形県や庄内地

方の平均も上まわっている(表10、表11)。

これは、品目横断的経営安定対策の実施に向

けて、交付金の受け皿として地域それぞれに特

定農業団体のかたちで集落営農が広範に組織さ

れたこと、あわせて地域内に密度濃く存在する

認定農業者の多くが、面積規模要件を満たして

いる場合は、品目横断的経営安定対策に個別で

加入申請したこと――のためである。

また、収入変動影響緩和対策だけが対象にな

る米でも加入率が高くなった要因は、庄内地方

が1980年代末に銘柄米ササニシキの価格低落を

経験しており、近年の米価低落傾向に生産者が

危機感を抱いているためである。

行政区別に加入率をみると、行政区一本で広

域の集落営農が組織された北部、袖浦、東平田、

北平田、本楯、南遊佐の6行政区では、砂丘地の

園芸地帯である福浦地区を除けば、加入率が80

～95%と比較的高い(表11)。

しかし、それ以上に、農用地利用改善団体も

集落営農も組織されなかった浜中地区では、面

積規模要件を満たした認定農業者41経営が加入

し、加入率は100%を超えている。これは、加入

者の総経営面積が地区内水田面積を2割方上ま

わっていることにみられるように、浜中地区の

認定農業者が地区を越えて稲作・大豆作の受託、

農地借り入れによって経営展開をはかっている

ためである。逆に言えば、認定農業者による地

区を越えた経営展開があるために、浜中地区内

に農用地利用改善団体も集落営農も組織されな

かったのである。広野地区も加入率が100%を超

えているが、ここでも認定農業者、なかでも大

豆転作の受託を行っている農業法人などが地区

を越えて経営を展開しているためである。また、

加入率が高率の新堀地区でも、認定農業者の地

区を越えた経営展開がみられる(表11)。

酒田市における品目横断的経営安定対策の加

入状況は、米・大豆だけの加入とはいえ、地域

に密度高く集落営農が組織化されたことによっ

て特定農業団体(集落営農)が総作付計画面積

の7割を占めていること、米の加入率が79%もの

高率であることによって、全国でも特異な位置

にあると言える。

表10品目横断的経営安定対策への加入状況
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表11酒田市の品目横断的経営安定対策の地区別加入状況

(2)品目横断的対策に向けた集落営農の組織化

酒田市では、行政区ごとに農業振興協議会が

農家や生産組織代表、農協、行政などによつて

組織されており、地区生産組合長会や農協農政

対策協議会、転作組合、作業受託組織の代表な

どとともに、米の生産調整やカントリーエレベ

ーターなど農業基盤施設の整備など地域農業振

興の方策について議論し、方向づけてきた。2007

年度から実施される品目横断的経営安定対策な

ど農政改革3対策の枠組みが決まると、行政区

ごとに農業振興協議会などの場で説明会や座談

会が開かれていった。

そこで問題になったことは、経営安定対策の

対象は担い手(経営規模4ha以上の認定農業者と
一定の要件を満たす集落営農)だけであるとい

うことであった。

行政区ごとの農業振興協議会が開いた説明会

や座談会に農協系統が示した品目横断的経営安

定対策への加入促進のための資料(注3)は、つ

ぎのようなものであった。

〈推進の基本〉

①品目横断的担い手経営安定対策の恩恵をよ

り多くの農業者が受けられるよう、地域・

集落の話し合いを通じて、担い手の育成・

確保の対策を進める。

②地区の推進母体である農業振興協議会等が

集落等において説明会や座談会等を積極的

に開催して理解を深め、担い手の育成・確

保を図る。

③担い手(認定農業者および担い手組織)と

して認定が受けられるよう早急に意思決定

し、認定手続きを行う。
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④大豆の緑ゲタの交付金(注;生産条件不利

是正交付金のうち過去の生産実績にもとつ

く支払い)は過去3か年の平均の大豆交付

金交付対象面積が2007～09年度までの3か

年間にわたり交付対象になる。これまでの

大豆作付面積のすべてが交付対象になるよ

う担い手(認定農業者および担い手組織)

への集積に努める。

〈担い手の育成・確保対策〉

以下の取り組みの型がある。特に特定農業

団体に取り組む場合は、型によって組織運営

や一元経理の仕組みが違うため、十分な話し

合いを通して選択する必要がある。

1.認定農業者集積型

①地域・集落で特定農業団体など組織化がで

きない場合は、認定農業者に農地を集積し

て、できるだけ対象になるよう話し合いを

進める。

②その場合、受け手を明確にし、出し手は受

け手と農地の賃貸借契約をするか、基幹3

作業＋販売を認定農業者と契約する。

③受け手として認定農業者が不足する場合は、

新規に認定農業者を申請して受け手の確保

を図り、受け手を明確にする。

2.a.協業型特定農業団体+個別完結認定農業

者(図1、図2)

図1品目横断的経営安定対策への対応イメージ(1)

図2品目横断的経営安定対策への対応イメージ(2)
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①協業型の特定農業団体は、農用地利用改善

団体の参加者のなかで、使用収益権(耕作

権)を有する者が農地を持ち込み、最低限、

基幹3作業(共同作業)を行いながら共同

運営し、損益は最終的に構成員個々の農地

面積割りで配分する一元経理を行う。

②農作業を行わない農業者は、特定農業団体

に参加する個人と農地の賃貸借契約をする。

③区域内のうちの利用集積が5年以内に、特

定農業団体2/3、認定農業者1/3になるよう

農用地利用改善団体の利用調整に基づいて

協調することを確認する。

2.b.受託型特定農業団体+認定農業者(図1、

図2)

①受託型は、オペレーターにより構成し、最

低限、基幹3作業を受託する組織である。

作業は、オペレーターも含む委託者組織(営

農組合)から受託する。

②作業を委託する者は、委託者個人または営

農組合と特定農業団体間で販売権も含め受

委託契約をする。

③委託者組合を組織する場合の構成員は、個

人ごとの作業・販売実績等により個人へ損

益配分する必要から、何らかの作業(基幹

3作業、水管理、畦畔管理等)をする者で

あることが必要である。

以上のように、特定農業団体としての集落営農

の組織化は、地域ごとの農用地利用改善団体に基

礎を置いている。とくに受託型(オペレーター型)

とされる特定農業団体は、農用地利用改善団体と

いう「基礎」の上に、オペレーターも含めた何ら

かの作業を行う農家からなる営農組合を「委託者

組合」として「1階部分」に立ち上げ、その上に

〈基幹3作業＋販売〉を受託するオペレーター農

家から成る集落営農組織を特定農業団体として

「2階部分」に立ち上げるという2階建ての構造

になっている。

水管理や畦畔管理などの作業も行わない農家は、

協業型(地域ぐるみ型)の②項目めに示されてい

るように、協業型、受託型の集落営農とも、集落
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営農(特定農業団体)に参加している個別農家と

の間で農地の賃貸借契約をむすぶよう誘導された。

この個別農家間の農地賃貸借は農用地利用改善団

体が利用調整することとされた。それまで法手続

きなしに農家間の相対で行われていた非正規の農

地賃貸借、経営受委託、全面作業受委託などは、

集落営農の組織化を機に、正規の農地利用権設定

などによる農地賃貸借に契約しなおされていった。

こうして酒田市においては、品目横断的経営安

定対策の実施に向けて、2006年から07年半ばまで

にかけて農用地利用改善団体が84組織設立され、

これを基礎にして特定農業団体が80団体、特定農

業法人が1法人、作業受託組織が1組織設立されて

いった(表9)。80の特定農業団体のうち、協業型

(地域ぐるみ型)は袖浦地区の1団体と八幡地区の

12団体、計13団体であり、残りの67団体は受託型

(オペレーター型)特定農業団体であつた。

また、組織範囲を行政区(=農協支店・支所の

管轄区域の範囲)単位にして、北部、袖浦、東平

田、北平田、本楯、南遊佐の6地区では大型で広域

の集落営農組織(特定農業団体)が設立されてい

った(表9)。袖浦地区の協業型を除いて、残り5

地区の広域・大型の特定農業団体は受託型であり、

北平田地区の事例で後に詳しくみるように、複雑

な組織構造になっている。従来からあつた1～3

集落の生産組合を地域生産組織として組織しなお

し(1階部分)、1～3集落の地域生産組織を束ね

るかたちで委託農家(このなかにはオペレーター

農家も含まれる)からなる営農組合を委託者組合

として組織し(中2階部分)、さらにその上に基幹

3作業と販売を受託する広域で大型の集落営農組

織として特定農業団体を設立する(2階部分)と

いう組織構造である。特定農業団体が受託した基

幹3作業は、中2階部分の営農組合に再委託し、

営農組合が組織している複数の作業班が実際の基

幹3作業をおこなう仕組みになっている。大豆転

作は従来からある大豆作受託組織に再委託する一

方、カントリーエレベーター利用組合や無人ヘリ

防除組合、土づくり推進協議会、高性能機械推進

協議会など既存の組織をそのままにしておいて利
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用する仕組みである。

以上のように、酒田市においては、品目横断的

経営安定対策の加入申請が受け付けられる2007年

7月前までに、組織範囲を1集落、複数集落から行

政区までとする大小の集落営農が合計82、組織化

された。

(3)品目横断的対策に対する認定農業者の対応

酒田市においては、中規模農家を中心にその経

営規模拡大や経営の複合化などを内容とする農業

経営改善計画を認定することをつうじて、地域農

業の担い手として位置づけられた認定農業者が、

地域・集落に密度濃く形成されていた。酒田市に

おける米生産調整の転作は大豆とネギ・枝豆など

の野菜類が主であるが、認定農業者は、地域内で

経営を複合化しつつ米生産調整を担ってきた。農

産物直売施設が整備され、農産物の地産地潰が進

められるなかで、また、米生産調整の減収カウン

トとして無農薬・減農薬などの特別栽培米・有機

栽培米が推進されるなかで、〈稲作+野菜〉の認定

農業者は近年、野菜や米の直売に経営のウェイト

をかけはじめていた。

認定農業者は、酒田市認定農業者会議に組織化

されている。市内1,000人あまりの認定農業者は、

各行政区(地区)単位に組織化され、行政区16地

区ごとの認定農業者を代表するかたちで理事が選

出され、地区代表の理事16人と女性代表の理事4

人が認定農業者会議の役員会を構成している。

品目横断的経営安定対策の枠組みが決まり、酒

田市と庄内みどり農協などが「担い手組織」とし

ての集落営農の組織化によって品目横断的対策に

対処していくという方針を打ちだしたとき、認定

農業者会議の役員会などの最初の反応は、「集落

営農の組織化によつて個別経営の規模拡大が一層

むずかしくなる」というものであった。

品目横断的経営安定対策に対する認定農業者の

対応は、集落営農の組織化状況など各地区の実情

に応じて異なっている。認定農業者の対応は、大

別すると、①集落営農組織の構成員として参画し

て品目横断的経営安定対策には集落営農組織で加

入する者、②農用地利用改善団体には参加して、

従来からの農地の借り入れについて利用改善団体

の利用調整をつうじて維持しつつ、品目横断的経

営安定対策には個人加入する者、③農用地利用改

善団体、集落営農組織とも参加しない者――の3

タイプになる。②の品目横断的経営安定対策への

個人加入は、農協をつうじて加入した者が大半で

あるが、少数であるが直接加入した者もいる。

酒田市全体では、①集落営農に参加して品目横

断的対策には集落営農組織で加入した認定農業者

が52%、②個人加入した認定農業者が38%、③集

落営農に参加せず、品目横断的対策にも加入申請

をしなかつた認定農業者が残りの10%であっ

た(表12)。

この割合は、集落営農の組織化状況など地区の

実情に応じて異なっており、行政区単位で広域の

集落営農が組織された地区では、集落営農組織で

加入の割合が北平田の96%を筆頭に、本楯91%、

北部79%、東平田78%と比較的高くなっている。

集落営農組織で加入の割合は、集落営農が密度濃

く組織された新堀、上田でも90%強と高くなって

いる。

集落営農が14集落で組織された中平田地区では、

集落営農組織で加入は56%で、個人加入が38%で

ある。

集落営農が組織されなかつた浜中地区では、認

定農業者の63%が個人加入しているが、要件を満

たさなかつた未加入者が25%にのぼっている。要

件を満たさなかったために品目横断的経営安定対

策に未加入になった認定農業者は、八幡地区で

15%、西荒瀬地区12%、松山地区12%であった。

当然のことながら、1家族経営当たり経営耕地

面積が旧酒田市平均を大きく上まわる広野地区と

上田地区では、認定農業者の個人加入の割合が高

くなっているが、同じように旧酒田市平均を上ま

わる新堀地区は、集落営農が密度濃く組織化され

たため、個人加入の割合が極端に低い。

行政区単位の大型で広域の集落営農が組織化さ

れた地区は、総じて1家族経営当たり経営耕地面

積が旧酒田市平均と同水準かそれ以下の地区であ

る。
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表12認定農業者の品目横断的経営安定対策への加入状況

しかし、集落営農の構成員として参加し、品目

横断的経営安定対策に集落営農組織で加入してい

る認定農業者も、従来からの農地借り入れを農用

地利用改善団体の調整をつうじて維持・確保して

おり、いわゆる「貸しはがし」の事例は見当たら

ない。むしろ、前述したように、集落営農の組織

化を機に、非正規の農地賃貸借などが利用権設定

等による正規の農地賃貸借に契約しなおされた例

が多くなっている。

(4)米政策改革、米生産調整への対応

品目横断的経営安定対策と関連して、米政策改

革推進対策、とくに米生産調整についてみておこ

う。

旧酒田市の米生産調整実績(表13)は、米生産

目標数量は2006年産3万トン強に削減された(っま

り、米生産調整が強化された)が、米生産調整は

目標達成率100%であった。

06年産の生産調整実施面積は05年産にくらべて

増え、水稲作付面積も増えるという一見矛盾した

生産調整実績になっている。これは、加工用カウ

ントや減収カウントでの生産調整への対応面積が

増えているためである。減収カウント面積は直播、

有機栽培、減農薬栽培の特別栽培米であるが、06

年産ではこのうち特別栽培米がもっとも多く、

52haであり、有機栽培は6ha、直播5haである。米

価低落傾向の下で、生産者は特別栽培米など付加

価値をつけた米の生産と販売によつて、米価水準

の維持をはかっている。

転作作物では、大豆がいちばん作付面積が多い

が、年々その作付面積を減らしてきている。大豆

の作付面積減少分が、品目横断的経営安定対策に

おける過去の生産実績にもとつく支払いの加入申

請の根拠になっている。また、園芸作物(野菜類)

も作付面積を増やしてきている。
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表13米生産調整実績の推移(旧酒田市、2004～06年度)

米生産調整の大豆転作は、事例調査報告でも述

べるように、いくつかの地域内に大豆転作受託組

織・法人が組織されており、これら既存の大豆転

作受託組織などに特定農業団体(集落営農)から

再委託するかたちで従来どおり実施されている。

米政策改革が実施されるなかでの大豆転作面積の

減少は、集団転作ではなく、個別農家による転作

が減った結果とみていい。

(5)農地・水-環境保全向上対策への対応

品目横断的経営安定対策と農地・水・環境保全

向上対策は「車の両輪」となる政策として位置づ

けられているが、酒田市においては、集落営農の

組織化をつうじた品目横断的経営安定対策の推進

とあわせて、市街地の集落・地域をのぞいた農業

集落すべてで農地・水・環境保全向上対策も取り

組まれている。

山形県は、農地・水・環境保全向上対策の2007

年度からの本格実施にあたって、共同活動支援交

付金も営農活動支援交付金も単価を国の基準の半

額に引き下げて、広範な地域で取り組むとの方針

を打ちだした。このため、山形県では、対策の対

象耕地面積の51%をカバーして共同活動支援交付

金への取り組みが実施されている。庄内地方は共

同活動への取り組みがさらに広範囲であり、対象

耕地面積の78%をカバーして共同活動の取り組み

がある。酒田市も、45の活動組織が協定面積1万

643haで共同活動に取り組んでいる。

酒田市における取り組みの特徴は、品目横断的

経営安定対策と米生産調整を推進する主体である

集落営農組織(特定農業団体)と一体となって、

組織範囲を同じくさせて、もちろん組織としては

別組織であるが、農地・水・環境保全向上対策を
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表14農地・水・環境保全向上対策への対応

推進する共同活動組織が「地区農業資源管理組合」

といった名称で組織され、水路・農道等の地域農

業資源を保全する地域共同活動と減農薬・減化学

肥料栽培などの営農活動に取り組んでいる地域が

多いことである。(北平田地区での取り組み事例

については、後掲の図4を参照されたい。)

酒田市における集落営農(特定農業団体)の組

織化は、品目横断的経営安定対策の推進における

交付金の受け皿となる「担い手組織」として位置

づけられているのではあるが、同時に米生産調整
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対策を推進し、あわせて地域農業資源管理対策を

推進する組織モデルとしても位置づけられている。

3.農政改革下の認定農業者と集落営農

(1)中平田地区における認定農業者と集落営農

①中平田地区の概要

中平田地区は、総世帯数500戸あまりで、16集落

より成っている。総農家数283戸、経営耕地面積

942haで、1農家当たり経営耕地面積3.33haで旧酒

田市平均を上まわっている。認定農業者は2007年6

.月現在98経営(総農家数の35%)となっている。

品目横断的経営安定対策に対して、中平田地区

では、16集落のうち14集落が集落営農を組織化し

て、特定農業団体を設立、14集落の合計で農家215

戸(飯米農家を除く農家数252戸に対して85%)が

参加している。14特定農業団体がそれぞれ品目横

断的経営安定対策に加入申請しており、14団体の

合計で中平田地区の加入申請面積の約7割をカバ
ーしている(表15)。

中平田地区の品目横断的経営安定対策に対する

表15中平田地区の品目横断的経営安定対策加入申請の意向状況
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対応の特徴は、上記のように、14集落がそれぞれ

集落営農を組織化して対応したことと、認定農業

者37経営(うち1経営が法人)が個別に加入申請を

したことである。認定農業者のうち31経営(うち

法人1経営)が農協をとおして加入申請している

(表11、表15)。

中平田地区は、経営規模5～10haの中規模農家が

分厚く存在しており、こうした中規模農家層が一

定の経営規模拡大と果樹(サクランボ)・野菜作の

導入などを内容とする農業経営改善計画の認定を

受けて認定農業者となつている。

ここでも、地域(集落)や個別経営それぞれの

実情に応じて、品目横断的経営安定対策に対する

対応を異ならせている。以下、集落営農2組織、認

定農業者1経営、農業生産法人1経営からの聞き取

りによって、対応の相違について検討する。

②特定農業団体〈中野ファ-ム〉の場合

中野新田集落は、総世帯数29戸のうち、米売り

渡し農家が15戸。2006年に集落に農用地利用改善

団体を組織、営農組合を特定農業団体に組織替え

していった。農家15戸のうち12戸が集落営農(特

定農業団体)に参加し、出資している。12戸の農

地38haを集積する受託型(オペレーター型)特定

農業団体の形態をとっている。品目横断的経営安

定対策には、米31ha、大豆6.3haで加入申請した。

中野新田集落内の残りの農家3戸のうち、1戸は

経営規模5haの認定農業者であり、米、大豆のほか、

野菜、鉢花など園芸作物の経営で、品目横断的経

営安定対策には個別で加入申請した。残る2戸は、

米生産調整非協力農家である。

中野ファームの金子○組合長(51歳)によれば、

組合員農家12戸のうち7戸(4ha以上3戸、4ha未満3

戸)は、従来から春作業のトラクターは5～6戸、

秋作業のコンバインは2～3戸の共同購入・共同利

用グループを自然発生的にっくつており、これを

営農組合に組織化したかたちである。組合員12戸

の経営主は30代1人、40代1人、50代4人、60代6人

(うち専業1人)という構成である。

中平田地区の14集落営農のなかでも、中野ファ
ームは〈米・大豆+兼業〉の平均的なところだと

いう。

中平田地区水田農業ビジョン推進会議の横山嘉

彦事務局長は、「2007年1年間は、試運転の状態。

なかみは、これからだ」と言う。現に、中野新田

ファームは、「耕起・代かきの春作業から秋の収穫

作業まで、12戸の組合員が、『自分の分は自分で請

け負う』というかたち」(金子組合長)である。

③特定農業団体〈上勝保ファ―ム〉の場合

勝保関集落は総世帯数30戸のうち、農家が21戸。

勝保関ファームは、このうちの農家19戸で構成す

る受託型(オペレーター型)の特定農業団体(集

落営農組織)である。品目横断的経営安定対策に

は、米31ha、大豆6.3haで加入申請した。

勝保関集落の残りの農家2戸のうち、1戸は経営

耕地面積3aまで縮小して脱農した。残り1戸の農

家は所有農地4.5haを、後述する農業生産法人アグ

リセンターフィールドに全面委託している。

上勝保ファームの尾形修身組合長(58歳)自身

は、経営水田面積7.5ha(所有地6.8ha、借り入れ

地0.7ha)の認定農業者である。稲作5.5haに加え

て、大豆0.6ha、露地野菜1.2ha(うちネギ0.8ha)、

施設花き(切り花)20aの経営である。

尾形組合長は、「後継者(30歳、既婚)もいるの

で、1戸でもやっていけるが」、これまでの経過も

あって、「集落営農を組織することになった」と言

う。

これまでの経過というのは、ひとつには、大型

農業機械の共同購入による更新である。高速道路

建設関係の公共買収もあって、勝保関集落では

1990年代後半、大型トラクター、田植機、コンバ

インへの更新が一挙に進んだ。大型農業機械への

更新は、農業近代化資金の融資条件の面積要件が

あって(たとえばコンバイン4条刈り1台の面積

要件は8ha以上)、農家1戸では面積要件を満たすこ

とができず、農家3～5戸での共同購入・共同利用

の形態をとることになったという。「集落内で農

家をグループ化しながら、トラクター・田植機・

コンバインと機械ごとにグループが異なる場合も

あるが、集落一本にまとまつた営農体系で農業経

営をっづけてきた」と尾形組合長はいう。
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もうひとつは、集落人口の平均年齢が65歳と高

齢化が進む集落のなかで、尾形組合長など農家6

戸(専業農家3戸、定年帰農農家2戸、兼業農家1

戸)が中心的な担い手になって、集落農業をリー

ドしてきたという経過である。尾形さん自身がU

ターン就農者である。電気工事関係の仕事をして

いたが、10年前、48歳のときに帰ってきた。米だ

けに頼るのでなく、尾形さんたちは野菜などの直

売に活路を見いだした。集落内のネギ生産者4戸、

枝豆生産者5戸は市場出荷しているが、集落農業の

担い手農家6戸を中心に生産する野菜は庄内みど

り農協営と文化財・山居倉庫脇の山居館内の農産

物直売所、量販店チェーンの産直グループの3か

所で直売している。担い手農家6戸によるメロン栽

培、花き栽培(切り花)もある。

集落営農の組織化をめぐつては、05年4月ころか

ら1か月に1回のペースで検討会を開いてきた。

農協支店長、地区選出の農業委員2人、生産組合

長などが参加し、毎回2～3時間、集落営農とは

何かについて議論し、5年後の法人化も見据えて

先進地視察もした。課題は、経理事務作業と法人

化の2つである。

庄内・酒田市のなかでも、中平田地区、北平田

地区は平均経営規模が大きく、米作だけの農業で

経営が成り立った地域。1960年代前半のころの「酒

田方式」による農業機械の共同所有・共同利用、

法人化のように、協業的組織が生まれては潰れて

いった経過がある。米の仮渡し金が04年には60kg1

万5000円から1万2000円に下がり、08年には1万円

と予想されるような米価低落の時代には、集落営

農も個別経営も低コスト化、複合化が課題。「集落

の担い手農家6戸で話し合い、課題に対処して、集

落農業の進路を見定めていきたい。みんなで話し

合って見定めるなら、決して間違った方向には進

まない自信がある」と尾形組合長はいう。

④認定農業者・森谷恒伸氏の場合

中平田地区の森谷恒伸氏(58歳)は、酒田市認

定農業者会議の会長を務めている。認定農業者会

議は、市内の行政区16地区から理事が選出され、

地区代表の理事16人に07年度から女性代表の理事
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4人が加わって、役員会(理事会)を構成している。

森谷氏は、中平田地区の認定農業者を代表する理

事であり、市内1,000人を超える認定農業者の代表

(会長)でもある。

森谷氏の経営展開の軌跡は、前出・尾形組合長

の軌跡と同様に、庄内・酒田市の中規模農家層が

歩んできた典型とも言える。森谷氏は、地元・庄

内の農業高校を卒業後、茨城県の農業専門学校に

進んだ。父親が勤めにでていたため、専門学校卒

業後、すぐに農業に就いた。水田4ha、搾乳牛3頭

ほどでのスタートだった。その後、2度にわたって

水田0.6haずつを買い入れ、現在は水田9ha(所有

5.2ha、借り入れ3.8ha)の経営である。米作付面

積6.5ha(はえぬき=農協出荷=50%、ひとめぼれ

=一部直売=30%、コシヒカリ=直売=20%の品

種構成)、大豆1.5haのほか、サクランボ10a、温

室6棟(1棟200㎡)で花き、野菜を栽培している。

花きは、夏がトルコキキョウ、冬がストック。野

菜はナス、キュウリ、葉茎菜類など多種多様であ

る。花き、野菜、漬物を山居館など3か所の農産

物直売所に出荷し、サクランボは贈答用の宅配・

直売、米の1/3程度も直売している。3か所の直米

所での売上は年間400万円ほどである。

っまり、森谷氏の経営展開の軌跡は、庄内の中

規模農家が一定の経営規模拡大を果たしながら、

野菜作などの労働集約的部門を導入して経営の複

合化を実現するという典型例である。

品目横断的経営安定対策の実施に向けて、森谷

氏のT集落でも集落営農の組織化に向けた取り組

みがはじまつた。森谷氏は、「迷った」という。集

落営農に参加するメリットとデメリットを考えざ

るをえなかった。森谷さんは、花、野菜、漬物の

ほか、米も1/3は直売にまわしている。農協出荷の

場合の米価は、仮渡し金60kg当たり1万2000円に精

算時、500円ほど上乗せされるだけで、農家手取り

米価は60kg1万2500円程度。相対の直売の場合、

10kg当たり4000円である(直売所での販売価格は、

手数料が上乗せされて10kg4400円)。米の場合、

「農協出荷での赤字分を直売によつて穴埋めして

いるのが実情」である。集落営農に参加した場合
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は、直売する米の別扱いを要請せざるをえず、か

えって「和を乱すことになってしまう」。

森谷氏の結論は、農用地利用改善団体には参加

するが、集落営農には参加せず、品目横断的経営

安定対策には個別加入を申請するというものであ

つた。

森谷氏も参加するT集落のサクランボ団地には、

認定農業者の農家が20戸いる。このうち、8戸が集

落営農に参加し、10戸が個別加入を申請し、残り2

戸は経営規模が面積規模要件の4haに満たないこ

ともあつて集落営農にも参加せず、品目横断的経

営安定対策にも加入申請をしなかった。

森谷氏には、かつて酒田方式の協業化に参加し

た経験がある。「協業がこわれていつた原因のほ

とんどが人間関係にある。米価が上昇すると、農

業機械は個別所有に変わっていった。近年、米価

が低迷したとなると、今度はまた集落営農が打ち

だされた。一時避難的な対策としか思えない」と

いう。

集落営農に認定農業者が参加した場合、集落営

農に認定農業者が埋没してしまい、経営という感

覚が薄れてしまう心配もある。集落営農に参加し

なかった認定農業者の場合も、集落営農が組織さ

れた結果、経営規模拡大の余地がなくなった。と

いうのが、森谷氏の評価である。米価低迷が今後

もつづくなかでは、個別完結型農業経営は3～4戸

程度の共同化をはかり、経営体質を強めることも

考えなければならないと森谷氏は話している。

⑤農業生産法人・㈱アグリセンターフィール

ドの場合

㈱アグリセンターフィールド(佐藤良代表)は

2007年1月、農家3戸が共同で設立した。佐藤良代

表(55歳)は、設立の動機について「集落営農の

取り組みがあるが、現在のような農業情勢のなか

では集落営農が持続的な経営となるか疑問だった。

農業法人の経営形態をとれば、農家以外の出身者

も社員として雇用し経営のあとつぎに養成するこ

とで、経営の持続も可能だと考えた。株式会社形

態をとったのは、主な資金借り入れ先となる地方

銀行などからの融資を受けやすいから」と話す。

構成員(出資者)となっている農家3戸は、以下

のとおりである。

①佐藤良氏;経営水田10ha(所有5ha、借り

入れ5ha)、出資額300万円(うち現物出資

200万円=トラクター1台)

②A農家(48歳、同集落内);経営水田4.5ha、

出資額200万円。

③B農家(50歳、病気療養中);経営水田4.5ha、

出資額200万円。

会社設立の際、農地保有合理化事業で山形県農

業振興公社から水田1.2haを会社として買い入れ

た。あわせて、佐藤代表の借り入れ水田5haにっい

て、会社としての借り入れに契約しなおして公社

の小作料一括前払い制度を利用し、また、農業機

械リース事業(コンバイン5条刈り1台)を利用し

た。

以上の結果、会社の経営面積規模は2007年度

20.2haとなり、米14.3ha、大豆3.1ha、加工用米

2.2ha、残りは軟白ネギなど多種多様の野菜類を作

付けている。米・大豆については、品目横断的経

営安定対策に加入申請した。米は商系業者への出

荷が多いが、農協出荷も15%ある。大豆は農協出

荷である。また、米と野菜は、宅配便利用の直売

もしている。

機械・施設は、トラクター(42ps)1台、同(32ps)

1台、田植機(8条植え)1台、コンバイン(5条刈

り、リース)1台、防除機1台、など。事務所兼倉

庫を建設した。

農地保有合理化事業による買い入れ農地1.2ha

は、佐藤代表が所有する農地に隣接しており、1

団地に農地利用集積された。会社の経営農地は、

遠いところでも車で4～5分の距離である。労働力

は、①②農家の2人であるが、現在の機械装備でも

1人15ha、2人で30haまで規模拡大が可能だという。

だが、集落営農が組織されたため、当面は同じ集

落内での規模拡大はあきらめている。

佐藤代表のＯ地区の集落営農は、集落内の農家

12戸のうちの8戸で組織された。残り4戸のうち、2

戸は①②農家であり、1戸は米生産調整非協力農家、

1戸は「趣味的農業」の農家である。



農政改革下の水田農業地帯における認定農業者等の経営展開

佐藤代表の集落営農に対する評価は、「集落営

農組織は、まとまっているとはいえ、経理事務の
一元化をおこなっているだけで、共同作業をして

いるわけではない。2～3年のうちに組織再編を余

儀なくされ、そのときに農地が相当動くはず」と

いうものである。

(2)北平田地区における集落営農の組織化

①〈きたひらた営農生産組合〉の組織概要

北平田地区は2006年現在、総世帯数426戸、総農

家数199戸である。2007年現在では、総農家数は187
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戸に減少した。北平田地区では、地区一本の広域、

大型の集落営農〈きたひらた営農生産組合〉が農

家181戸、水田面積611haで組織された(2007年3

月設立)。

受託型(オペレーター型)の特定農業団体〈き

たひらた営農生産組合〉の組織概要は、つぎのよ

うなものである(図3、図4)。

基礎部分としては、農地利用調整をおこなう北

平田地区農用地利用改善団体が地区内農家183戸

で組織されている。これを基礎にして、地区内の

図3北平田地区集落営農組織図

図4営農組織計画体系図(オペレータータイプ)
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14集落ごとにある生産組織(生産組合)を7地区の

営農組合にまとめあげている。いわば「1階部分」

である営農組合は、稲作の基幹3作業と水管理、

畦畔管理などの何らかの作業を行う農家181戸で

構成されているが、実質的には委託者組合である。

7地区ごとの営農組合は、稲作基幹3作業・大豆

作基幹作業と販売を一括して、「2階部分」に相当

する特定農業団体〈きたひらた営農生産組合〉に

委託する。〈きたひらた営農生産組合〉は、基幹3

作業のうちの1作業でも農業機械を持ちこんで作

業をおこなうオペレーター農家が参加、構成して

いる。オペレーター農家は、7地区の営農組合ご

とに組織されている〈作業班〉に属すことになる

が、実際の稲作基幹3作業の機械作業は、この〈作

業班〉がおこなう〈作業班〉がおこなうことにな

る。大豆作については、地区によっては従来から

大豆作を受託している既存の大豆転作受託組織を

利用することとして、営農組合から転作受託組織

に大豆作が再委託される。稲作基幹3作業につい

ては、農業機械1台当たり作業面積15haを基準に

作業班が組織されている。

北平田地区水田農業推進協議会会長の岡部博氏

(庄内みどり農協理事)、農協北平田支店に事務局

のある北平田地区集落営農推進センター長の富樫

紘一氏によれば、「北平田地区一本化が最初から

の考え方であった」。北平田地区内には14集落ある

が、このうち4集落が集落営農の面積規模要件であ

る20haを下まわっていた。「集落営農の面積規模

は、将来的には40ha程度が目安となる」と考え、

面積規模が20haに満たない集落も包含しようと、7

地区の営農組合に組織替えしていったのである。

ただし、2007年の稲作基幹作業は、従来どおり

14集落ごとにある生産組合がおこない、大豆作は

これまであった大豆転作受託組織に〈きたひらた

営農生産組合〉から再委託した。実際に7地区の

営農組合と営農組合の組織している作業班が稲作

基幹作業をおこなうのは、2008年度からである。

②広域の集落営農組織化に至る経過

前出の岡部氏、富樫氏からの聞き取り、および

〈きたひらた営農生産組合〉池田博夫組合長の酒

田市農業委員会報での報告(注4)によれば、北

平田地区では各種生産組合などが2004年から集落

営農のあり方について検討をはじめた。北平田地

区の2005年現在の農業従事者数は500人、その平均

年齢は56.4歳と高齢化が進んでおり、5年後、10

年後には農業従事者数の減少率が高まると予想さ

れた。こうした危機感から、北平田地区水田農業

推進協議会は2005年6,月から、水田農業の今後の方

向をめぐつて全集落で座談会を開き、8.月には全戸

対象のアンケートを実施していった。そのアンケ
ート結果は、集落営農組織に参加する意向を示し

た農家が、回答者155人のうちの82%、127人であ

った。5年後、10年後を見通すと、稲作を全面委託

したいと答えた農家は46人にのぼつた。

品目横断的経営安定対策が2007年度から始まる

ことが決まり、アンケート結果を踏まえて、水田

農業推進協議会の場などで地区内の団体代表者に

よる検討が行われた。そこで得られた結論は、こ

れまでのような集落営農ではなく、北平田地区全

体を対象にした水田面積600haの集落営農組織を

設立するということであった。

北平田地区一本の広域の集落営農組織とした理

由を、池田組合長は、前出・報告のなかで、つぎ

のようにまとめている。

①14集落それぞれを単位にすると、集落営農の

面積規模要件に満たない集落がでてしまうこ

と。

②農業担い手が存在しない集落があること。

③北平田地区は集落間の出作、入り作が多かっ

たため、集落営農と認定農業者との共存が困

難になっていく可能性があること。

④集落営農の組織化においても、北平田地区を

単位にして組織されている既存の大豆転作受

託組織、カントリーエレベーター利用組合、

水稲作・大豆作防除作業組織などを利用して

いくこと。

⑤このため、集落を単位にした作業班を組織し、

これら作業班の相互の連携を図りながら、北

平田地区全体の集落営農組織を形成していく。

2006年6月開催の第二回目の集落座談会は、この
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検討結果を大方了承した。これを受けて2006年9

月、北平田地区農用地利用改善組合を設立し、特

定農業団体立ち上げの準備を始めた。2007年2月上

旬の第三回目の集落座談会の後、3月10日に特定農

業団体〈きたひらた営農生産組合〉を設立した。

集落座談会の話し合いなどのなかで、集落営農

組織の設立目標は、以下のように整理されている。

単に国からの交付金を受けるための組織とし

ないで、(1)経営コスト削減により農業所得の向上

を図る。(2)先祖代々から受け継いだ農地を北平田

地区全体で守っていく。(3)売れる米づくり、有利

販売を推進する。

③北平田地区における認定農業者の対応

以上のように、北平田地区においては、集落座

談会や水田農業推進協議会などの話し合いをっう

じて地区一本の広域の集落営農が組織化された経

過から、地区内の認定農業者も営農組合内のオペ

レーターによつて構成される作業班に組織化され

るかたちで、大半が集落営農に参加していった(表

12)。

北平田地区の総農家数は、07年3.月現在187戸で

あったが、農用地利用改善組合には183戸が参加し、

集落営農には181戸が参加した。農家6戸が集落営

農に参加しなかったが、そのうち3戸は経営規模

4ha以上の認定農業者として品目横断的経営安定

対策に加入申請した。集落営農に参加していない

残りの農家3戸は、米を農協に出荷していない農家

などである。

酒田市における集落営農組織化の特徴は、「基

礎部分」としての農用地利用改善団体(利用改善

組合)の組織化・再建が集落営農組織化の前提に

なっていることである。

集落営農組織の「1階部分」にあたる営農組合

には、水稲作の基幹3作業と水管理・畦畔管理な

ど「何らかの作業」を行う農家が加入することに

なっている。すなわち、農地(水田)を貸し付け

て水管理・畦畔管理作業も行っていない農地所有

者は、集落ごとに組織されている営農組合にも加

入できない。そうした農地所有者については、農

地(水田)の借り手である認定農業者などの集落
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営農組織の構成員農家との間に、農地の賃貸借契

約をむすびなおすように地区の農用地利用改善組

合が調整を行っている。地区農用地利用改善組合

の土地利用調整機能を使うことによって、集落営

農と認定農業者等との共存をはかろうという考え

方である。

農用地利用改善組合には参加しているが、集落

営農には参加しなかった認定農業者等の場合も、

従来からの農地の賃貸借契約をむすびなおすよう

に農用地利用改善組合が調整している(図4のx

区の事例を参照されたい)。

ただし、地区の農用地利用改善組合にも加入し

なかつた認定農業者や集落営農が組織されている

地区外や集落外の農地の借り手は、地区農用地利

用改善組合の土地利用調整の対象外になる。とく

に農地の賃貸借ではなく作業受委託の場合は、集

落営農の組織化によって排除されがちな面がある。

(3)八幡地区(旧八幡町)における集落営農の組

織化事例

八幡地区(旧八幡町)は、酒田市東部の中山間

地域にある。人橋地区においても、品目横断的経

営安定対策に向けて集落営農が組織され、特定農

業団体が12組織、特定農業法人1法人が設立された。

八幡地区における品目横断的経営安定対策への加

入状況(表11)は、これらの集落営農組織13組織

と認定農業者28経営が加入申請し、米・大豆等作

付計画面積712ha(地区内水田面積の63%をカバ

ー)となっている。

同じ酒田市内といっても、中山間地域である八

幡地区においては、平地農業地域である北平田地

区や中平田地区とは異なった集落営農の組織化、

認定農業者の対応がある。八幡地区は、酒田市の

各地区とくらべて特異な位置を占めるが、八幡地

区のなかでもまた特異な対応をした日向三ケ字地

区の特定農業法人・㈱和農日向についても(注5)、

今回の聞き取り調査対象とした。中山間地域にお

ける集落営農の組織化、および集落営農に対する

認定農業者の対応について、平地農業地域との対

比において把握することがねらいである。
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①集落営農組織・㈱和農日向の概要

㈱和農日向は、八幡地区の鳥海山中腹にある日

向三ケ字地区にある。日向三ケ字地区(下黒川・

上黒川・草津の3集落)は、総世帯数92戸、人口

345人。そのうち総農家数が60戸で、専業農家7戸、

第一種兼業農家4戸、第二種兼業農家39戸、飯米農

家等10戸である。地区全体の農地面積は水田

103.7ha、畑4.5haである。

特定農業法人である㈱和農日向は、農家31戸か

ら水田44.6haを利用集積している。所有するトラ

クター(70ps)1台、田植機(6条植え)2台、育苗

用パイプハウス4棟(延べ面積1,694㎡)を利用し

て、07年の作付けは水稲29ha、転作14.3ha。転作

は、ソバ3.5ha、稲ホールクロップサイレージ(W

CS)5.6ha、山菜(うるい等)である。ほかに稲

WCSの刈り取り作業28haを受託している。稲W

CS刈り取り作業のうち、地区内分6haは、中山間

地域等直接支払制度の集落協定をつうじて受託し

ているものである。

日向三ケ字地区は中山間地域等直接支払制度の

集落協定を締結して、中山間地域等直接支払交付

金の交付対象になつている。その集落協定のなか

で、集落営農研究会を設置することを決め、05年7

月に設置した。その後、集落営農についてのアン

ケートを実施するなどしてきたが、06年2月に日向

三ケ字地区農用地利用改善組合を設立、06年2月の

利用改善組合臨時総会で「日向三ケ字地区特定農

用地利用規程」を制定して、07年2.月の特定農業法

図5集落営農のイメージ図

人・㈱和農日向の設立に至った。

㈱和農日向の場合、品目横断的経営安定対策の

対象になるのは収入変動影響緩和対策の対象であ

る米だけである。㈱和農日向は、特定農業法人と

して、米だけを対象にして品目横断的経営安定対

策に加入申請した。

②㈱和農日向の設立に至る経過

㈱和農日向は、中山間地域等直接支払制度の集

落協定を発展させて設立された集落営農組織(特

定農業法人)である。

中山間地域等直接支払制度が発足した2000年4

月、上黒川集落の協定が締結された。この集落協

定にもとづき、上黒川集落の女性たちは産直部会

を組織して、同年5月に「産直どんでん畑」を開店

した。上黒川集落は、集落協定により、集落内で

標高が高く急傾斜地である大台地区の基盤整備事

業を実施することにして、2002年4月に着工した。

06年3月の事業完了を受けて、地域水田農業再編緊

急対策によって整備田に稲WCSを導入、その刈

り取り作業を受託することにして、06年11月から

作業受託を開始した。

中山間地域等直接支払制度第二期の05年4月に

は、上黒川集落に隣接2集落を加え、日向三ケ字地

区として集落協定を締結した。この集落協定にも

とついて、集落営農研究会の発足、日向三ケ字地

区農用地利用改善組合の設立を経て、㈱和農日向

の07年2月の設立に至るのである。㈱和農日向は、

日向三ケ字地区という中山間地域3集落の担い手
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図6三ヶ集落協定の概要

組織として位置づけれており、品目横断的経営安

定対策にも米を対象にして加入申請したのである。

阿曽代表は、「集落協定にもとついて、ものづく

り部会、土作り部会、産直部会、WCS部会、集

落営農研究会といった共同活動に取り組むなかで、

農業従事者の高齢化が進んでいるにもかかわらず

後継者がいないという現実に改めて気づかされ、

各集落内の農地が耕作放棄されていくという危機

感をもった。07年度から始まる品目横断的経営安

定対策の支援対象となる認定農業者も地区内に2

経営しかなく、地域の担い手組織がどうしても必

要だった」と言う。

なぜ株式会社の形態を選んだのかについての理

由を、阿曽代表はつぎのように話す。

「当初、特定農業団体や農事組合法人、合同会社

(LLC)の形態を検討したが、いろいろ難点が

多かった。①経営責任と権限を明確化して、機動

性を確保する。②農地について、正規の使用収益

権が設定できる。③農業公社などの公的な事業を

使うことができる。④専従者や後継者が安心でき

る労働条件を整備できる。⑤農業生産法人で、し

かも株式会社にすることで、農業以外の分野に進

出し、たとえば冬期の除雪作業を受託するなどし

て収入源を確保し、従業員の年間雇用もできる。

そうした理由から、結果的に株式会社形態を

選択することになった。」

他の形態の難点とは、つぎのような点である。

「合同会社」は事例が少なく、制度が知れ渡

っていないため、具体的な融資交渉などで苦慮す

るのではないかという心配があつた。「農事組合

法人」は、農業以外の事業ができず、冬期間の収

入が見込めない。一人一票の議決権をもつため、

意見とりまとめがむずかしく、機動性がなくなる。

農業者年金の受給者が大半であり、組合法人に加

入することで「農業者」となり、年金の受給がで

きなくなる、といった点。「特定農業団体」は、5

年後に法人化に向けた取り組みが必要になるが、

そのときには役員の気力・体力が残っていないの

ではないかという心配があった。

以上のような検討の結果、日向三ケ字地区の担

い手組織は、当初から農業生産法人で、しかも株

式会社の形態をとることになった。

③八幡地区における認定農業者の対応

八幡地区の認定農業者の品目横断的経営安定対

策に対する加入状況は、40%が個別加入、36%が

集落営農組織で加入である(表12)。中山間地域の

八幡地区では、面積規模要件を満たせないために

品目横断的経営安定対策に加入できない認定農業
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者の割合が他の地区より高めであり、未加入が1/4

になっている。

中山間地域における集落営農の組織化は、集落

の農地、農業をまもり、地域を守るという視点か

ら組織化されることが多い。八幡地区の㈱和農日

向の場合も、地域を守る視点から「地域のためにつ

くった株式会社」という性格をもっている。

認定農業者は地域農業のリーダーとしての性格

をもっており、集落営農を組織化する場合、とく

に中山間地域では牽引車としての役割を果たすこ

とになる。㈱和農日向の阿曽代表も、旧八幡町認

定農業者の会会長であり、酒田市と合併後、八幡

地区の認定農業者代表として酒田市認定農業者会

議の理事を務めていた。八幡地区の「集落営農組

織で加入」という認定農業者のなかには、こうし

た集落営農の組織化の牽引車となった人たちが少

なくない。

4.集落営農と認定農業者の経営展開方向

(1)集落営農組織の展開方向

酒田市においては、品目横断的経営安定対策の

2007年度からの実施に対して、集落営農を組織化

することによって対応していった。集落を単位と

する営農組織から行政区(旧村)を範囲とする広

域で大型の集落営農組織まで大小さまざまである

が、酒田市内に82もの集落営農が組織されていつ

た。

調査対象地区とした中平田地区と北平田地区は、

隣接する地区とはいえ、集落営農の組織化につい

ては対照的な対応をした。両地区とも、庄内平野

に歴史的に形成されてきた中規模農家層を核とし

て高い稲作生産力が形成された地域である。品目

横断的経営安定対策の開始に向けて、中平田地区

では地区内16集落それぞれを単位とする集落営農

の組織化が試みられ、14集落にそれぞれ集落営農

組織がつくりだされていった。一方、北平田地区

では、地区内14集落それぞれを単位とすると集落

営農の面積規模要件である20haに満たない集落が

4集落もあることから、行政区全体を組織範囲とす

る広域、大型の集落営農の組織化がはかられてい

った。

だが、集落それぞれを単位とするか、行政区全

体を範囲とするかという規模の大小という大きな

差があるとはいえ、受託型といわれる集落営農の

組織化手法は共通している。まず、基礎部分とし

て農用地利用改善団体を設立し、認定農業者など

が従来から個別におこなってきた農地賃貸借をそ

のまま認知したうえで、営農組合を稲作基幹3作

業を委託する委託者組合として組織し、北平田地

区のような地区(行政区)を範囲とする広域の集

落営農組織の場合は、別途、オペレーター集団を

作業班として組織し、作業班が稲作基幹3作業を

請け負っていくかたちである。中平田地区のよう

に、集落単位で10敷戸の農家が参加する集落営農

の場合は、委託者組合としての営農組合とオペレ

ーター組織である営農組合が同じ組織となって、

「自分の分は自分でやる」ことになってくる。

集落営農組織の代表者に対するアンケート結果

によれば(表16)、旧酒田市ともうひとつの調査対

象地区である八幡地区(旧八幡町)とでは、集落

営農を立ち上げた理由が相違していることが確認

できる。旧酒田市の集落営農立ち上げの理由はも

っぱら「交付金確保による農業経営の維持」であ

る。八幡地区(旧八幡町)では、「交付金確保」が

いちばん多い理由であるが、一方で「地域農業と

環境を守るため」と「生産コスト削減」という理

由が他の地区より格段に高くなつている。そのた

めに八幡地区の集落営農では、農業機械共同利用

への移行の検討や、周年就農できる組織への再編

が比較的高い割合になつてでてくる。

つまり、品目横断的経営安定対策の交付金の受

け皿として、「経理の一元化」などの対策への加入

要件がかたちだけ整えられたのである。現に、き

たひらた営農生産組合の場合は、2007年度は集落

ごとに組織されている営農組合(図3では「生産

組織」と表示)が実際の稲作作業をおこなった。

オペレーター集団としての作業班が組織されるの

は2008年度からというのが最初からの方針であっ

た。広域で大型の集落営農組織にとつては、この

オペレーター集団である作業班が機能するかどう
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表16集落営農組織アンケート結果
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かが、これからの組織展開にとってカギになって

くる。

米価低落傾向がつづくなかで、「米だけでは食

べていけない(経営が成り立っていかない)」(森

谷氏)度合が一段と強まっている。中規模農家層

である認定農業者は、野菜作や果樹作といった労

働集約的部門を導入して経営を複合化することに

よって、また野菜や果物だけでなく、米の一部も

直売にのせることによって、経営の持続をはかつ

てきた。こうした個別完結型の経営にとって、集

落営農という共同組織に参加することは、共同の

なかで個を主張し、別扱いを要請することになる。

個別完結型の経営にとつて、集落営農に参加する

ことは、自らの身を埋没させることになりかねな

かったのである。
一方、集落営農組織も、稲作作業受託の拡大だ

けでは組織の展開にとって十分ではない。野菜や

花きなど労働集約的部門の導入による複合化、減

農薬・減化学肥料栽培などへの取り組み、また、

ある場合には加工・販売部門の導入などの検討を

迫られてくる。オペレーター集団としての作業班

の機能強化、一方での複合化、多角化という課題

に直面しながら、集落営農は早晩、組織の再編を

迫られてくる。だが、集落営農組織の代表の半数

は、「組織の再編など考えていない」のである。

(2)認定農業者の経営展開の方向

中規模農家層を核とする認定農業者が、経営の

複合化などをっうじて、経営の存続をはかってき

たことはすでに述べた。ここでは、認定農業者の

目標達成状況調査によって、いくつかの点を指摘

しておこう(表17、表18)。

表17酒田市の認定農業者の所得目標達成状況
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表18酒田市の認定農業者の農地集積目標達成状況

第一に、認定農業者の所得目標達成率も農地集

積目標達成率も低いことである。第二に、所得目

標未達成の理由では、「農産物価格の低迷」が圧倒

的に多い。第三に、「資材価格高騰等による経費増

加」の割合も高い。第四に、農地集積目標の未達

成の理由では、「土地の確保ができない」につづい

て、「資金が不足している」という理由が多い。

もともと庄内地方は、中規模農家層を中心に経

営規模拡大の意欲が強く、土地の借り入れ競争の

なかで小作料が高水準に維持されてきた。そのた

めに、中規模農家層は、経営規模拡大という外延

的拡大を一定程度果たしつつも、経営の複合化な

どの内廷的拡大に向かったのである。「農産物価

格の低迷」がつづき、生産資材価格の高騰がつつ

くなかで、経営への圧迫が増して、中規模農家層

の経営規模拡大の意欲はそがれている。そこに形

態だけの集落営農の組織化が加わると、事実上、

土地は囲い込まれることになり、農家層の経営志

向は「現状維持」の傾向を強めざるをえない。

酒田市農業委員会による全農家対象の意向調査

(2007年12月時点)によると、今後の経営意向に

ついては、中平田、北平田、八幡の3地区とも、

「現状維持」が約2/3を占めている。だが、3地区

とも農家の経営規模拡大意欲は強く、一方で「農

業をやめたい」とする農家が10%強を占めて、農

家層は両極分化・分解に向かう傾向がみられる。

北平田地区では、地区一本の広域の集落営農(特

定農業団体)が組織された。このため、回答農家

のうち、集落営農参加農家の割合が96%であり、

認定農業者のいる農家の割合も49%である。今後

の経営意向は、「現状維持」67%であるが、「拡大

したい」とする農家が18%あり、一方で「縮小し

たい」が1%、「やめたい」が11%ある。

これに対して、中平田地区では、地区内16集落

のうち14集落で集落単位の特定農業団体が組織さ

れた。回答農家のうち、集落営農参加農家の割合

が82%、認定農業者のいる農家の割合が44%であ

る。今後の経営意向は、「現状維持」が62%と北平

田地区より少なく、そのかわりに「拡大したい」

が20%と多く、一方で「縮小したい」4%、「やめ

たい」11%も北平田地区より多くなつている。

中山間地域の八幡地区では、回答農家のうち、
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集落営農参加農家の割合が58%、認定農業者のい

る農家の割合が26%である。今後の経営意向は、

「現状維持」66%に対して、「拡大したい」16%、

「縮小したい」4%、「やめたい」11%である。

経営拡大部門は、3地区とももっぱら水稲作で

ある。水稲作を柱にして、土地利用型では大豆作、

労働集約型では野菜、山菜、キノコ類、果樹、花

きを導入・拡大する意向である。経営規模拡大の

方法は、農地借り入れによるものが大半であり、

これに農作業受託によるものが加わっている。農

地買い入れによる規模拡大の意向は3地区ともそ

れほど多くない。
一方、経営規模縮小・離農の理由は、3地区と

も「農業では経営が成り立たない」とするものが

大半であり、これについで「後継者がいない」が

多くなっている。規模縮小・離農の方法は、3地

区とも作業委託がもっとも多く、ついで農地貸し

付けが多くなつている。農地の売却による規模縮

小・離農は、高速道路用地への公共転用のあった

中平田地区で割合が高くなつている。

意向調査は、農家個々の将来の経営の姿につい

ても訊いている。3地区とも、多少の違いはある

が、個別経営(一部共同作業で補完する個別経営

も含む)と組織経営の数値が拮抗している。強い

ていえば、中平田地区では個別経営への指向、北

平田地区では組織経営への指向が強い。

以上のように、水田農業地帯の中平田地区、北

平田地区では、集落営農が広範に組織され、「現状

維持」が2/3を占めるとはいえ、中規模農家層であ

る認定農業者等を中心にして農家の経営規模拡大

の意向は強く、一方で「農業をやめたい」「縮小し

たい」農家が比較的高い割合で存在するという構

図である。

酒田市における集落営農の組織化は、地区・集

落における農用地利用改善団体の再建を基礎(土

台)にしている。農用地利用改善団体による農地

利用調整機能を働かせることによって、集落営農

とはまた別に、認定農業者等への農地利用集積が

可能となるような余地を残している。そのために、

認定農業者等の経営規模拡大の意欲が依然として

残されていると言える。ただし、米価が低落傾向

にあり、「米だけの農業では食えない(経営が成り

立たない)」状況の下では、中規模農家層を中心と

する認定農業者の経営展開は〈稲作+α(野菜な

ど)〉といった外延的拡大と内廷的拡大とをかねそ

なえた複合的なものとならざるをえない。

ここでは、こうした経営規模拡大指向農家に向

けて、「農業をやめたい」「縮小したい」農家から

農地利用を集積していく仕組みを強化することが

課題である。

[追記]本調査にあたって、度重なる現地調査

とデータ資料収集に、やまがた農業支援センター、

および酒田市農業委員会、酒田市農政課、庄内み

どり農業協同組合、酒田市認定農業者会議、なら

びに中平田地区、北平田地区、八幡地区の関係者

の方々から多大な協力を得た。こうした関係者の

協力なしには、この調査報告のとりまとめはなか

った。ここに記して、謝意にかえたい。
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