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はじめに

昨年度までの報告でおよそ以下のようなことを

指摘した。事例分析を通してみる限り農地の面的

集積を図るには,ある種の計画原理手法に依存せ

ざるを得ないということである。農地政策改革プ

ランで市町村単位に「面的集積組織」を設置した

り,そこに委任・代理で集積を働きかける「コー

ディネーター」を配置したりしようとしているの

もそのためであろう。市場のシグナルで自動的に

調整しにくい問題は,農地の面的集積に限らず解

決の装置にしろシナリオにしろ複雑になる。現地

事例でも,農用地利用改善組合など現地密着型の

「合意形成推進組織」,一括利用権設定など法的に

裏付けられた集積手法発信の母体となる「農地管

理公社のような組織」,利用権や農作業の受け皿

となる「担い手組織」,これら組織を取り結ぶ関

係機関を含めた「連携組織」や「連携機構」等々

は,組織規模の大小,機能の程度,連携の広がり

やその密着度合に地域事情を反映した違いこそあ

れ,例外なく存在する。これら諸組織なくしては,

農地の面的集積という人為的かつ高度な調整作業

を遂行することが難しいからに違いない。

農地の点的・個別的移動から面的・集団的移動

に流動化路線のポイントを切り換えるには,状況

に応じて素早く対応するための原動力も欠かせな

い。組織をフル稼働させる原動力もまた市場のシ

グナルとは無縁である。現場に近い合意形成組織

では,このままでは駄目になるという地元関係者

の危機感が,ほぼ共通に原動力としての役割を果

たしている。零細兼業農業地域や中山間地域など

危機意識が強いところに優良事例が多いのも,決

して偶然ではない。

県公社など農地保有合理化法人の原動力は何よ

りもゆるぎない信念である。農地の分散を回避す

るには面的集積を図るしかないという確信に裏打

ちされた信念である。「公社版集合事業」を独自

に創設し,一貫してそれに取り組んできた福島県

農業振興公社がそのいい例である。公社の職員は

現場の合意形成組織と連絡を密にしながら足繁く

そこに通っている。農地の面的移動を進めるには,

それに先行して関係農家の「心の移動」が必要に

なるからである。

農地保有合理化事業(以下,保有合理化事業と

いう)を活用している担い手の活動は単なる私益

の追求にのみとどまらない。少なからず地域社会

への貢献を活動方針に掲げている。それにより地

域内農家の信頼もまた厚くなる。ムラ社会と様々

な折り合いをつけながら活動を展開する経営体

を,筆者は「ムラ的農企業」と呼んだことがある。

人為的な農地集積である以上,それを「よし」と

して多くの農家が認知してくれなければ話は先に

進まない。その意味で担い手組織の原動力は,公

共性を織り込んだ経営の展開力ではないか。だと

すれば,ムラ社会の何たるかを熟知・体得した内

発型の担い手こそ,それをよくなし得るに違いな

い。

連携組織や機構の原動力は,主役となる組織の

長の熱意やリーダーシップと関係職員のモチベー

ションの向上が相乗効果を発揮する仕組みの中か

ら生まれている。原動力の背景には関係組織それ

自体の危機感が存在する。

各組織の原動力が噛み合うのは,農地利用調整

の目的なり手段を共有しているときである。司令

塔としての役割を果たすのは,ゆるぎない信念で
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「公社版集合事業」を創設し,一貫して面的集積

にこだわってきた福島県農業振興公社のようなと

ころであろう。保有合理化事業は多岐にわたる事

業が展開され,それに伴い事業の焦点もともすれ

ば拡散されがちであった。福島県公社では一連の

こうした事業を実施するにあたつても「公社版集

合事業」の信念が随所に貫かれ,事業全体を束ね

る役割を果たしている。これが出来た背景には,

かつてあった公社の各種収益事業を整理し,保有

合理化事業に一本化したという事情が関係してい

よう。これがうまくいかなければ,公社それ自体

が不必要だとされるからである。

県公社の集合事業など一括利用権設定による面

的集積がこれまで点的にしか進まなかったのは,

計画原理に基づく熱意あるリーダーシップなど,

ある種の力業と原動力を発揮する仕組み作りを

怠ってきたことに起因しているのではないか。市

場のシグナルが有効に機能しにくい農地の面的集

積を推進しようとすれば,計画原理手法を駆使し,

人為的にそれを実践する組織機構やその機動力の

如何が決め手になる。新たに「面的集積組織」を

設置したり「コーディネーター」を配置したりし

たところで,事態は恐らく変わらない。

本報告では,以上のような保有合理化事業によ

る面的集積推進諸条件を現地事例により再確認し

ながら,面的集積とリンクした担い手形成の方向

について検討してみよう。多様な土地利用型農業

の担い手が多様なまま推移するのか,それともあ

る種の方向に収敏しつつあるのか,現地事例に即

して検討してみたいからである。担い手形成の方

向をある程度見出せるとすればそこに到達する

ための農地利用改革の課題もまた,より明確にな

るに違いない。

以下では宮城,岩手,秋田3県の4事例により

ながら保有合理化事業等を活用した農地利用調整

の下でどのような担い手が形成されつつあるか検

討してみよう。そして以上の結果から,農地利用

改革と担い手形成の方向についてまとめてみた

い。

I.農地利用改革と集落営農型担い手の形成

一宮城県東松島市大塚集落の事例一

宮城県東松島町大塚集落では,農用地利用改善

団体アグリセンターを中心として宮城県農業公社

の「むらぐるみ手法」による保有合理化事業を導

入し,転作団地や水稲作付地の計画的再配分を

行っている。転作団地の耕作は集落営農型組織で

ある「大塚生産組合」が担い,水稲作付地は再配

分された個々の農家が担っている。近年,担い手

の高齢化等により水稲作業の受委託のみならず利

用権設定による農地移動もみられるようになっ

た。今後「大塚生産組合」が転作のみならず稲作

をも担う経営体として成長していくか,それとも

集落内外の個人や法人など多様な担い手に絞られ

ていくことになるのか,今のところ判然としない。

以下では農地利用改革を挺子とした担い手形成の

方向について,大塚集落における取り組みにより

ながら展望してみたい。

1.地域の概要

大塚集落は宮城県東松島市(旧鳴瀬町)野蒜地

区に位置する農家戸数37戸,農地面積35㌶の小集

落である。一戸当たり耕地面積は1㌶未満と,小

規模農家が大半を占める。整備前のほ場条件は,

現地で「スグモ」と呼ばれる草木の根の上に薄い

表土が乗っかっているスポンジ状の水田が多いな

ど,決して良好なものではなかった。

かつて,カキやノリの養殖を手広く行ってきた

半農半漁業の集落であったが,今でも細々とノリ

養殖を続けている農家はわずか4戸と激減した。

増えたのは他産業就労の兼業農家である。養殖漁

業の不振と県都仙台市まで車で50分,地方都市石

巻市や塩釜市まで30分といった地の利がこれに拍

車をかけた。

転作はほ場整備事業が導入されるまで個々の農

家対応のいわゆるバラ転であった。近隣集落の畜

産農家向けに一部牧草を栽培したりしたものの,

全体の8割以上は自己保全管理という名の耕作放

棄であった。
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用水の供給源は周辺に11ヶ所あるため池で,

河川水への依存は皆無であった。水利施設の維持

管理はムラ仕事として全戸出役により行われてい

た。

大小不定形な区画が入り組んだ水田の整備に

は,畦畔を取り払い3区画を1区画にするなど

個々の農家が自力で少しずつ取り組んでいた。し

かしながら,兼業化,高齢化による担い手喪失が

急速に進む中,「スグモ」的条件不利地域の未整

備小規模水田農業の将来には暗雲がただよってい

た。「何とかしなければ」と胸の内で皆が思い始

めたものの,具体的なアクションを起こすまでは

至らなかつた。改革への転機となったのは,満を

持して実施にこぎつけたほ場整備事業であり,そ

れを契機に取り組んだ「むらぐるみ手法」による

保有合理化事業であった。

2.ほ場整備事業と農地利用調整

平成5年,大塚集落など野蒜地区に県営ほ場整

備事業が導入された。受益面積171.5㌶,総事業

費27億6千万円のこの事業は,当初「低コスト

型」でスタートし,平成7年度に「担い手育成型」

に転換された。これにより大小不定型の水田は50

アール区画に整備された。大塚集落の受益面積は

25.3㌶,地権者数は26戸であった。ただ,整備が

難しい沿岸部湿地帯の水田10㌶は除外された。ほ

場整備の面工事は平成10年度に終了し,平成14年

度に本換地が完了した。

関係農家の同意が簡単に得られた訳ではない。

自力でほ場整備していた農家の中には,今更事業

を導入するまでもないといった空気が強かった。

11ヶ所のため池さえあれば,用水供給もさほど

不都合をきたさなかった。ほ場整備で「スグモ」

状態の水田が改良されるといわれたが,現地事情

に長けた農家にしてみれば,にわかに信じ難いこ

とであった。それでも推進役のリーダー達は,度

重なる会合の折々に事業への同意を地権者に熱心

に呼びかけた。「何かをなす」ためは最大の障害

である未整備田の整備が先決だと考えていたから

である。幾多の公式,非公式の会合や説得活動を
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重ねたのち,決断を迫る最後の会合で,結果的に

全員が事業導入に同意した。

ほ場整備事業が「低コスト型」から「担い手育

成型」に転換した平成7～8年頃,宮城県農業公

社は「アグリセンター」の設立を現地に呼びかけ

た。事業要件である認定農業者等に対する60%の

農地集積を達成する組織が必要だったからであ

る。県公社の資料によれば,この頃のアグリセン

ターは認定農業者に対する農地分散の解消を目的

とする組織として構想されていた。ただ,小規模

兼業農家が多い大塚集落にしてみれば,違和感が

残る組織であった。そのせいか,当時アグリセン

ターを立ち上げたという記憶は,現地の関係者に

聞いても定かではない。

農地利用調整組織としてアグリセンターが機能

し始めたのは,ほ場整備事業が完了した平成14年

以降のことである。この頃県公社のアグリセン

ター構想の方針も担い手中心型から全農家参加型

へ転換し,当集落でも取り組みやすくなった。農

地利用調整は地権者全員の合意を得なければ話が

先に進まない。ほ場整備後の本換地が完了した平

成14年にそれが現実的課題となった。

本換地が完了するまでは工区単位に団地化する

形で転作に取り組んだ。平成11年度,12年度は地

力増強作物ソルガムを栽培し,それをそのまま鋤

き込んだ。翌平成13年度に始めて大豆栽培に取り

組んだ。全国とも補償など国の奨励補助金が増額

されたこともあり,コメ以上の所得を期待できる

と思われたからである。実際取り組んでみたとこ

ろ10アール当たり収量にして180kgと,それなり

の成果を上げることができた。もはや以前のバラ

転に戻るよりは大豆転作を続けた方がいい。そう

思う人が増えたものの簡単に継続する訳にはいか

なかった。事業が続いていた頃なら30%相当の転

作面積を工区単位に団地化し,残りの水稲作付田

を各農家に一時指定(仮換地)という形で貼り付

けていけば良かった。所有地が確定していないか

らやりやすかつた。

本換地が完了し,所有地が確定してしまうと,

丸々転作団地に水田が組み込まれる農家や逆に全
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て団地から外れる農家が出現する。こうした問題

を調整するための一般的なやり方は,転作団地に

含まれる農家にコメ並の所得を補償する「互助方

式」の導入であった。しかし,当集落では事前・

事後転作の学習効果もあり,集団転作と農家がコ

メを作れる体制を継続したいと考えていた。これ

により60%の集積要件をクリアしていきたいと考

えていた。

このため,以前宮城県農業公社から話があった

「むらぐるみ手法」の導入を本格的に検討するこ

とにした。この手法を使えば,地域の水田をあら

かじめ一括して保有合理化法人(県公社)に貸付

け,あらかじ転作団地を設定した上で残りの水稲

作付地を再配分できる。会合の折に年配の方から

は「何で俺の田んぼを公社や国に貸さなきゃなら

んのか」等々の反対があった。逆に若い層からは,

「こんなことでもしなきゃ潰れてしまう」といっ

た強い後押しがあり,結果的に話はまとまった。

必要に迫られて取り組んだ未相続農地の相続手続

きに対する関係者の積極的な支援も,功を奏する

一因となった。

こうしてアグリセンターの本格的な農地利用調

整活動が始まった。煩雑だったのは転貸業務であ

る。県公社への貸付期間は10年と決まったが,農

家への転貸期間は毎年のブロックローテーション

転作(以下BR転作という)の関係でどうしても

1年になる。一筆ごとに貸借の書類を作る作業量

だけでも膨大であった。これについては県公社が

全面的に支援することで乗り切った。

8㌶強の転作団地の設定は,3年間でほ場整備

地25㌶を一巡すればいいから理解が得られやす

かった。手間取ったのは水稲作付田のほ場図への

貼り付け作業であった。勝手に貼りつけると,こ

こはいやだと苦情が出る。客土を今も続けている

が,完全に「スグモ」状態が改善された訳ではな

い。どこが「スグモ」か地元の人ならよく分かっ

ている。再配分される場所によって単収や所得も

違ってくる。本来であれば,地代の高低がそれを

調整するはずだが,ここの地代は公社が農家から

借りる場合も,公社から農家が借りる場合も2万

円に統一されている。人為的に地代に格差をつけ

ることが難しかったからである。

このため,水稲作付地の再配分にあたっては

ルールを決めた。まず,本換地もしくはそれに近

い場所への再配分を優先する。どうしてもそれが

難しい場合は小規模農家に条件がいい場所を再配

分する。その上で規模の大きい人にはそれ以外の

ところを再配分する。いわば本換地・小規模農家

優先を原則として再配分の原案をつくり,それで

も調整がつかない場合はアグリセンターの役員へ

の再配分場所を移動して調整する。こうした方針

に基づき当初は相当厳密に再配分した。ただ,今

となっては「地域の水田が皆自分達の田んぼ」と

いう感覚になり調整作業に手間取ることもなく

なった。アグリセンターが行っていることは,農

用地利用改善団体の仕事以外の何者でもない。そ

こで平成19年2月,改めて農用地利用規定を策定

し,正式に農用地利用改善団体として認可を受け

た。

アグリセンターが文字通り農地利用調整組織と

して機能する契機となったのは,ほ場整備事業で

あり,それとリンクして取り組んだ県公社の「む

らぐるみ手法」による保有合理化事業であった。

それなくしては「何かをなす」ことが出来ないと

判断した地域の人々の危機感であった。今やアグ

リセンターによる農地利用調整は,当たり前のこ

ととして地域に定着した。

翻ってみるにアグリセンターの母体となったの

は集落伝来の農家組合である。アグリセンターの

設立方針が認定農業者型から全農家参加型に転換

したことで,農家組合が違和感なく母体となるこ

とができた。かといって農家組合がアグリセン

ターに吸収された訳ではない。転作耕作を担う「大

塚生産組合」とともに,今でもアグリセンターの

構成組織のひとつに位置づけられている。

アグリセンターの運営は,センターの所長,大

塚生産組合の組合長,農家組合の代表の三者で構

成する役員体制の下で行われている。ただ,所長

と生産組合の組合長は同一人物が兼ねている。毎

年行われる転貸業務は,書類の作成や農業委員会



農地保有合理化事業による農地利用改革と担い手形成の方向

との調整を含めて県公社の職員が全面的に支援し

ている。会計業務は経理に明るい同集落出身の

JA職員が,勤務時間外を利用して担当している。

センターの主要業務である水稲作付地の再配分作

業は,センターの役員を中心に4人程度の関係者

で原案を作成し,農家の内諾を得て実施している。

アグリセンター,生産組合,農家組合など業務

内容に応じてそれぞれ名称こそ異なるものの,そ

れら組織の土台にあるのはミニマム定住圏として

脈々と続いてきたムラ社会である。つぎに転作耕

作の担い手としてつくられた「大塚生産組合」に

ついてみてみよう。

3.転作団地を担う「大塚生産組合」

BR転作の耕作は事前・事後転作の組織として

平成11年に結成された全農家で構・成する「大塚生

産組合」が担っている。転作団地は各農家への転

作割り当て面積を拠出して設定するのだから,耕

作もまた全戸でこれを担うべきだと考えたからで

ある。ほ場整備完了後もむらぐるみ手法の導入に

より同様のやり方が継続された。

話し合いの過程では,3年サイクルのBR転作

団地の耕作を,その時々の所有者が順次担ったら

という話もあった。この方式でも結果的に全農家

が参加することになる。しかし,兼業化・高齢化

が進む中,団地の所有者だけだと働き手を確保す

ることが難しかった。どうしても全農家から時々

の作業に必要な働き手を募るしかない。こうした

事情もあり,全農家参加型の「大塚生産組合」を

つくり転作団地の耕作を担うことにした。

だた,組織形態こそ全農家参加型であるが,転

作作業の実態は最初から役割分担型であった。集

落内の出役可能な人員がその都度必要に応じて転

作作業を分担して実施するというやり方である。

転作作物は,奨励補助金が高く,単収も多い時で

200kg程度期待できる大豆に絞り込まれた。これ

までの取り組みで年間の作業スケジュールにし

ろ,必要な作業人員数にしろ,ほぼ目途が立って

いた。肥培管理等含めて大豆の栽培工程は,ほぼ

マニュアル化されていた。必要な機械のうちトラ
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クターは構成員所有のものを借り上げて利用する

ことにした。それ以外の除草剤散布機,トラクター

のアタッチメント等はJAの農機リース事業を利

用して借入れた。収穫作業はJAリースのコンバ

イン台数が足りないため,近隣の農事組合法人に

委託した。これにより農事組合法人の方は補助事

業の作業面積要件をクリアできるので都合がいい

と喜ばれた。

機械のオペレーターなど必要な作業人員は,あ

らかじめ,年間の作業スケジュール表に予定メン

バーを書き込んでおく。作業が始まる10日くらい

前に生産組合の役員からその方に声がけする。ど

うしても不都合な場合は別の人に依頼する。大豆

の播種作業などある程度熟練を要する仕事は,よ

ほどのことがない限り同じ人に依頼する。その方

が作業効率もいいし,収量も向上する。一度に多

くの人数が必要な場合は全員に声をかけて集まっ

てもらう。

一見,不確実でリスキーだと思われる作業人員

確保のこうしたやり方は,現地の人にしてみれば

そうでもない。全戸兼業農家であることから,作

業日はどうしても土・日に集中する。だが休日は

日曜日だけという人もいる。中には土・日以外が

休みという人もいる。高齢とはいえ軽作業ならい

つでもできる人もいる。狭い集落ゆえ,生産組合

の役員は集落の各戸,各人の事情を全てといって

いいほど把握している。

「大塚生産組合」は従業員的な人を抱えて転作

作業を担っているわけではない。特定の農家何戸

かに丸々作業を委託している訳でもない。いわば

生産組合が転作作業に必要な人員を構成農家の中

から「生産組合」に派遣するという形がとられて

いる。生産組合は主として転作作業の企画・立案,

資材の購入,販売,予算,決算,配当等のマネジ

メント業務を担っている。

作業賃金は時給で男1,200円,女700円,平日は

これに男300円,女200円が上乗せされる。農家か

ら機械を借り上げる料金は,トラクターが1馬力

当たり500円,軽トラック1日当たり1,000円,草

刈機1日当たり1,000円など細かく決めている。
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表1大塚集落における認定農業者等への農地集積状況

平成19年度の転作団地からの配当実績は,10

アール当たりに換算して産地づくり交付金55,000

円から生産諸経費18,000円を差し引いた37,000円

と,これに大豆販売の精算代金20,000円を加えた

57,000円である。これが作業賃金とは別に各農家

の転作面積の持ち分に応じて配分される。

これだとコメ並みかそれ以上の所得になる。必

要な人材が確保され,JAリース事業が継続し,

産地づくり交付金が現行水準を大幅に下回らない

限り,「大塚生産組合」方式による大豆の集団転

作は,経済的にみてもメリットがある。

ただ,同組合はアグリセンターが農用地利用改

善団体になつた平成18年度末に任意組織から特定

農業団体に衣替えされた。同年から始まった品目

横断対策の受け皿となるためである。5年後の法

人化要件が先送りされたとはいえ,いずれは何ら

かの形で法人成りし,経営体としての自立を迫ら

れる。「大塚生産組合」のこれからのあり方につ

いては,すでに現地でも検討が始まっている。再

配分された水稲作の担い手とも併せ,別途検討し

てみよう。

4.稲作を担う認定農業者

県公社に一括利用権設定された水田は,水稲作

付面積転作面積に分けて各農家に配分される。

このうち,転作についてはあらかじめ設定された

BR転作団地に集約され,「大塚生産組合」が主要

作業を受託するという形で耕作している。「大塚

生産組合」は特定農業団体として品目横断対策の

受け」皿になったものの,法人化していないため転

作団地を転貸することが出来ないからである。

水稲作付面積は先に述べた3つのルールに基づ

き各農家に再配分する。ただ,中には再配分を望

まない農家もいる。その分の面積については認定

農業者等に集積する形で再配分する。

表1は,平成15年度から19年度までの大塚集落

における認定農業者等への集積状況である。平成

19年に認定農業者等4件に再配分された面積は

7.6㌶,転作団地の受託作業を含む3作業換算受

託面積は9.6㌶,合計17.1㌶である。集積率は68%

と事業要件をクリアしている。

受託面積9.6㌶のうち大塚生産組合の転作作業

受託面積は7.8㌶と全体の46%で,それ以外は水

稲3作業の受託である。むらぐるみ手法の導入に

より,転作田のみならず水稲作付田についても認

定農業者等に集積する傾向にあることが伺われよ

う。表2にみるように県公社にいったん一括利用

権設定したものの,転貸を希望しない農家が増え

ている。転貸農家率は平成15年の85.7%から20年

の56.2%と大きく落ち込んでいる。県公社への利

用権設定農家は,この間に離農した農家が3戸い

たために,35戸から32戸に減っている。

表示はしてないが平成20年の転貸された農家

18戸のうち,先にみた認定農業者等3件を含む7

戸が所有面積を上回る転貸を受けている。その面

積は約12㌶と総水田面積26㌶の48%に及んでい



農地保有合理化事業による農地利用改革と担い手形成の方向 7

表2大塚集落における整備戸数の推移視

る。転貸を希望しない農家は,すでに平成21年度

新たに2戸見込まれるなどこれからも増えてく

る。

むらぐるみ手法による農地利用調整が定着して

いるゆえ,BR転作団地を創設したり,水稲作付

田を集積して再配分することは難しくない。問題

は,その受け皿となる担い手を持続的に確保して

いけるかどうかである。最後にその点について検

討してみたい。

5.課題と将来展望

大塚集落のむらぐるみ手法による農地利用調整

は,一晩あれば再配分作業が完了するほどマニュ

アル化された。アグリセンターは将来的に10㌶の

未整備地にもむらぐるみ手法を拡大していきたい

と考えている。問題はここに相続税納税猶予農地

が多いことである。ほ場整備地内にも面積にして

1.2㌶ほど同様の農地が残っている。こうした農

地はむらぐるみ手法を適用できないということで

除外している。ただ,これについては農地政策改

革の中で見直しが検討されている。差し当たりは

それに期待するしかない。

アグリセンターの将来ということでいえば組織

の統合も視野に入ってくる。地権者の合意形成は

集落単位ぐらいの方がやりやすい。大塚アグリセ

ンターがそのいい例である。ただ,大塚集落の水

田面積は未整備地を入れても35㌶と限られてい

る。少ないながらも近隣集落との入作や出作もあ

る。

県営ほ場整備事業を実施した水田面積117㌶の

東松島市野蒜地区には,大塚アグリセンターのほ

か,2地区にアグリセンターが設置されている。

今のところ,むらぐるみ手法を導入しているのは

大塚アグリセンターだけである。大塚に比べて,

農家戸数や面積が多いこと,入作が多いこと,納

税猶予農地が多いこと等々が障害となり,県公社

が呼びかけたものの事業導入までには至らなかっ

た。

ただ,合意形成は完成形に近い大塚マニュアル

がすでにできている。入作・出作問題にしてもア

グリセンターの範囲を拡大すれば緩和する。納税

猶予農地は制度改正で消減する可能性がある。地

区アグリセンターという足場を残しながら,上部

組織として野蒜アグリセンターを立ち上げるとい

う構想は突飛な話ではもはやない。むしろ100㌶

を超える水田を対象としてむらぐるみ手法による

農地利用調整ができるなら,計画原理に基づく多

様な農地利用にも弾みがつこう。耕作放棄地やそ

の可能地の解消にも貢献できるはずである。担い

手の将来展望も描き易くなる。
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現在,野蒜地区で農地集積の対象となっている

のは,5戸,2法人,5組織と少ない。このうち

大塚地区の認定農業者の一人は現在アグリセン

ターの所長と生産組合の組合長を兼務するS氏で

ある。平成20年度S氏には4.2㌶の水田が再配分さ

れている。もう一人のY氏への再配分面積は3.5㌶

であり,同氏はこのほか近隣集落を含めて手広く

作業受託を行っている。特定農業団体「大塚生産

組合」は転作団地の作業を担っている。このほか

平成19年に設立された有限会社A社にも大塚の入

作地1㌶弱が再配分されている。

認定農業者S氏は60歳を越え,将来の担い手と

しては本人自身考えにくいという。Y氏は20年度

に認定農業者になったばかりの比較的若い後継者

であるが,彼一人で地域農業を担っていくには荷

が重すぎる。「大塚生産組合」を水田農業を担う

法人経営体に発展させていくにしても,35㌶規模

だと主たる従事者に人並みの所得を保証できる目

途が立ちそうにない。たとえ法人化しても社員や

従業員の兼業従事は続いていこう。集落外のA有

限会社に転作やコメづくりを委託することになる

のではという人もいる。ただ,設立して問もない

A社がこのあとどうなるかはまだ分らない。この

ように将来の担い手像は未だ不透明である。ただ,

現地の人に言わせればさほど悲観している訳でも

ない。

差し当たり,むらぐるみ手法で今いる認定農業

者や生産組合に農地を再配分しておけば地域の水

田農業は維持できる。再配分の過程で徐々にでは

あれ農地の面的集積も進んでいる。S氏やY氏が

何らかの事情で農業を継続できなくなったとして

も,農地を面的に集積して利用できるなら担い手

は現われよう。大塚生産組合を法人経営体に発展

させていくことが無理だとしても,むらぐるみ手

法を他地区へも拡大し,いくつかの生産組合を合

併して法人経営体を構築するという選択肢もあ

る。内発型の担い手がいない場合には,株式会社

など外部の担い手に貸したらどうかという人もい

る。

将来の担い手像を見出すまでには至っていない

ものの,むらぐるみ手法による農地利用方式を維

持できるなら,担い手には事欠かないはずだと現

地の関係者は考えている。その先に見えるのは,

拡大されたアグリセンターが農家から信託された

農地を効率的に利用できるよう区割りをして,内

外の希望者に転貸するというやり方である。ひと

まず指摘するにとどめ,この点については終章で

検討してみたい。

Ⅱ.農地利用改革と地域ぐるみ組織による

多様な担い手の形成

―手県平泉町長島地区の事例―

当地区では基盤整備終了後の全水田面積331.6

㌶を岩手県農業公社に10年契約で一括利用権設定

し,自己完結農家や担い手農家に3年契約で再配

分している。90㌶を超える転作は再配分の過程で

団地化され,農事組合法人アグリ平泉が麦や大豆

の耕作を担っている。県公社への一括利用権設定

や再配分など農地利用調整機能を発揮しているの

は,当地区内16集落の全農家456戸で構成される

長島営農組合である。当組合はまた,農地の再配

分のみならず営農計画や用水計画の策定,担い手

の認定,農作業受委託の斡旋など,地域農業全体

を取り仕切る司令塔としての役割を果たしてい

る。

担い手の営農活動は営農組合の方針に基づき行

われ,勝手に規模拡大したり,転作作物を変えた

りすることは許されない。営農組合に認可された

担い手でなければ再配分による農地の集積や規模

拡大を図ることも不可能である。地域営農組織の

権限が強いのは農地の再配分権を握っているから

ばかりではない。水害常習地帯という過酷な運命

を共にしてきた地権者達の強い絆がその背景に

なっている。いずれにしろ,営農組合による地域

ぐるみ方式の農地利用調整は,ここまでくるとも

はや後戻りしそうにない。問題は300㌶を超える

水田農業の担い手が持続的に確保できるかどうか

である。

以下では長島方式を立ち上げる契機となった基
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盤整備事業に触れながら,一括利用権設定による

農地利用調整の実施方式や担い手形成の方向につ

いて検討してみよう。

1.地域の概要

長島地区(旧長島村)は平泉町の東部に位置し,

448㌶の水田が北上川左岸に広がっている。この

地域一帯は北上川の狭窄部に近接していることか

ら,度重なる洪水に悩まされてきた。昭和22年の

カスリン台風,翌23年のアイオン台風は,死者行

方不明者600人以上という未曽有の被害をもたら

した。

歴史を紐解くと,かつてこの地域一帯は沢水利

用の一部の水田を除き,ほとんどが畑地であった。

飯米にも事欠く状態で,開田に対する期待は戦前

から強かった。大正15年には北上川からの機械揚

水を試みたものの,当時の技術が追い付かず,挫

折したと伝えられている。昭和3年には,地元の

有志らで74㌶の畑地を対象とした開田事業計画を

策定し,4年後の昭和7年には耕地組合の設立に

こぎつけた。昭和8年に工事が始まり,2年後の

昭和10年頃にはかつて桑園だった畑地が美田に生

まれかわった。ところが,もともと保水力の乏し

い地域であったため,揚水機の能力不足も手伝っ

て水不足に悩まされながら戦後を迎えることにな

る。

戦後間もなく相次いで台風に直撃され,当地区

350㌶の畑地は収穫皆無を余儀なくされた。養蚕

にしろ特産物だった大麻栽培にしろ,化学繊維に

押され収益作物としての地位が大幅に後退し始め

ていた。全面的な開田しか生きる道はないという

ことで,土地改良法が制定された翌昭和25年に隣

接町村とともに北上川東部開発期成同盟を立ち上

げ,昭和30年に北上川東部土地改良区が設立され

た。しかし,予定した開田事業の導入は遅々とし

て進展しなかった。そうこうしているうちに,農

民自身の手で地域ごとに機械揚水による自力開田

が広がり,昭和34年頃には大部分の畑地が水田に

転換された。この過程で設立された大小様々な土

地改良区はその後相次いで合併し,昭和45年には
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北上川東部,長島,小島の3改良区が合併して束

稲土地改良区となり今日に至っている。なお建設

省(当時)サイドが昭和47年に着工した「洪水調

節」,「市街地等の水害防止」,「遊水地内農地の有

効利用」を目的とした遊水地事業が進むにつれ,

改めてほ場整備の機運が盛り上がり,平成7年に

長島地区の水田331.6㌶を対象とする県営ほ場整

備事業が導入された。事業は平成15年度に完了し,

このあと「地域ぐるみ手法」による保有合理化事

業に取り組むことになる。以下,その経過をみて

みよう。

2.ほ場整備事業と農地利用調整

区画10アール程度の入り組んだ開田地の用水は,

あちこちに設置したポンプ小屋から北上川の水を

汲み上げて供給し,それをまた北上川に捨ててい

た。農道も幅員が2.0～3.Om程度と狭く,大型機

械の走行に困難をきたすといった状態であった。

ほ場整備事業を導入すれば,こうした悪条件が

一挙に改善される。ただ,すぐさま地権者の合意

は得られなかった。長島地区の一戸当たり平均水

田面積は1.1㌶程度と小さく,2005年センサスの

データでも経営耕地1.0㌶未満の販売農家は195戸

と,総販売農家400戸の半分近くを占めている。

1㌶区画にすれば,自分の水田がそこに埋没し判

別できなくなるということで,事業の導入をしぶ

る農家がかなりいた。水害が少ない比較的高台に

水田がある農家の中には,換地による場所の移動

を懸念して事業に後向きになる人もいた。

こうした人達を説得し事業導入までこぎつけた

のは,関係者の熱意や受益者負担をゼロなどの

願ってもない好条件を提示できたからである。具

体的には,遊水地事業として続いている堤防や排

水路用地に供される水田を創設換地として国に売

却し,その代金で受益者負担をゼロにした。これ

については,地権者協会が建設サイドと団体交渉

し,受益者負担に見合う販売価格で折り合いをつ

けた。

加えて,地域内4カ所に分散していた揚水小屋

も,揚水機場を建設することで撤去できる。北上
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表3県営ほ場整備事業(経営体育基盤整備事業)一関第2(長島)地の概要

川へのたれ流し的な排水も排水路事業を国営で実

施することで改善される。遊水地事業で行ってい

る小堤防工事が完成した暁には,水害のリスクも

大幅に軽減する。事業導入に踏み切れば,当地域

の農家にとって長年の悲願であった開田にしろコ

メ作りにしろ安定する。等々の好条件が提示され

たものの,それでも反対する人は何人かいた。た

だ,最終的には事業推進委員会のメンバーを中心

とする50数回に及ぶ熱心な説得活動が功を奏し,

96%の同意で事業の申請にこぎつけた。

事業の概要は表3に示すとおりであり,平成16

年度に換地処分が行われ完了した。

事業完了後に対応を迫られたのは,面積にして

170㌶に及ぶ整備水田を担い手に集積することで

ある。農家個々の対応にまかせていたのでは実現

の見込みが立ちそうになかった。県当局の関係者

から言われたのは,保有合理化事業を利用してみ

たらとのアドバイスであった。早速,岩手県農業

公社の職員を招き,現地関係者の検討が始まった。

16集落を対象として1集落当たり3回以上もの説

明会を開催した。

この結果,16集落の地権者450名以上の300㌶を

超える水田を岩手県農業公社に一括して利用権設

定し,集積要件をクリアできるよう担い手に再配

分するという,とてつもない案がまとまつた。再

配分の過程で転作団地も数カ所につくることとし

た。事前・事後転作等により,麦や大豆の集団転

作が経済的にも有利だと分かっていた。

合意形成の推進母体となったのは,平成15年に

16集落の地権者全戸が加入して設立された長島営

農組合である。その前身は,事前・事後転作を担

う組織として平成11年度に設立された長島水田営

農組合であった。名称が似ているので紛らわしい

が,長島水田営農組合は,転作を担う全戸加入の

地域ぐるみ組織である。16集落から出役可能な作

業人員を100名以上も募り,共同で転作作業に取

り組んだ。ところが面工事が終わる頃になると,

転作はもっと少人数でもできることが分かってき

た。喫緊の課題は,「地域ぐるみ方式」の一括利

用権設定による農地利用調整の推進であった。こ

の目的で平成15年,長島営農組合が設立された。

以前の長島水田営農組合は解散し,転作関連業務

も一時的に営農組合に吸収された。その後転作は,

品目横断対策の受け皿として平成18年度に設立さ

れた農事組合法人アグリ平泉に分離されることに

なる。

組織の変遷は分りにくいが,現地の人からすれ

ばさほど違和感のある話でもない。根底にあるの

は,地域の農地は地域で管理し,農業も地域ぐる

みで取り組んでいくという考え方である。その司

令塔たる役割を果たす組織として全戸加入の長島

営農組合が設立された。営農組合という名称から

して,何がしかの営農活動を行っている組織と思

われがちであるが,そうではない。長島地区の営

農活動全体を取り仕切るという意味での営農組合

だと考えれば分かり易い。いわば旧長島村が母体
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となり,その伝統が随所に息づいている地域ぐる

み組織が現代に甦ったようなものである。だから

こそ地域の人達にとつてはさほど違和感がない。

営農全体を取り仕切るわけだから,営農組合に

はその土台となるムラ全体の農地をしっかり維持

管理し,適切に利用していくことが前提となる。

農地利用調整が営農組合の主たる役割となる由縁

である。

さらにまた,地域農業の担い手も信頼できる人

材を選ばなければ組織としての責任を問われるこ

とになる。営農組合に担い手部門を置き,ここで

認可した担い手にのみ集積して農地を再配分する

ことにしているのはそのためである。したがって

当地域には,営農組合が認可した以外の担い手は

存在しない。転作団地の耕作を担う農事組合法人

アグリ平泉にしても,親組合である営農組合の子

組合に位置づけられている。法人とはいえ組織の

構成員にしろ営農活動にしろ営農組合の司令下に

置かれている。このように当地区では営農組合に

よる農地利用調整など様々な地域マネジメントの

下で,自己完結農家,担い手農家,農事組合法人

アグリ平泉などが,それぞれ役割分担的に営農活

動を担っている。

農地利用調整の具体的なやり方は,まず保有合

理化事業を活用して456名の地権者の農地314.5㌶

を10年契約で岩手県農業公社に一括利用権設定す

る。これを自己完結エリア,担い手集積エリア,

転作エリアなどにゾーニングした上で転貸する。

転貸期間は原則3年で,小作料は年払い契約と

なっている。

公社への利用権設定や転貸に必要な書類の作成

等膨大な業務は,農業公社の地域担当職員が現地

に出向き,一手にこれを引き受けている。30件ほ

どあったという納税猶予農地も,借り変え特例等

を活用することで地域ぐるみ方式に取り込んだ。

転作エリアの設定に伴う手続きも複雑だった。

長島営農組合は法人化していないため,転作エリ

アの転貸を受けることができない。そこで,まず

は456名の地権者全員の転作面積分をまとめて転

作エリアを設定する。次にそのエリア内に個々の
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地権者の持ち分を転貸する。そのうえで転作耕作

の作業を,地権者全員から長島営農組合,のちに

農事組合法人アグリ平泉が受託することにした。

これに関する書類の作成等膨大な作業も公社の職

員が引き受けた。

営農組合の組織構成は,組合長1名,副組合長

2名,理事19名,総代47名,監事3名となってい

る。地域ぐるみ組織ということで,理事39名の大

半は各集落の代表である。その中に担い手の代表

も2名いる。組織には「総務企画部」,「農地調整

部」,「担い手部」が置かれ,利用権設定農地の再

配分は「農地調整部」が担当している。

農地の再配分は営農組合が定めた自己完結エリ

ア,担い手集積エリア,転作エリアごとに行われ

る。エリアの設定にあたつては,条件が良いとこ

ろに自己完結エリアを設定した。再配分の折,自

己完結を希望する農家が条件の悪い所に移動させ

られるのではないかとの懸念を払拭するためであ

る。逆に条件が悪い所に所有地がある農家から

は,条件の良いところに移動するわけだから喜ば

れた。転作エリアは比較的条件の悪いところに3

団地設けている。それ以外のところに担い手集積

エリアを設置した。16集落の代表が利害関係のか

らむ諸問題を調整した上で決めたわけだから,多

少のことがあっても個々の地権者は納得する。

平成19年度のエリア面積は自己完結エリア118

㌶,担い手集積エリア122.1㌶,転作エリア90.8㌶

となっている。転作エリアは連作障害回避という

ことで,BR転作を考えているが,一部を除いて

固定化する傾向にある。自己完結エリアや担い手

集積エリアのメンバーは作業の受委託,農地の賃

借,離農等々があれば変動する。現に,当初26名

でスタートした担い手は,現在24名に減っている。

転作の担い手組織にしても,これまでも長島水田

営農組合,長島営農組合,農事組合法人アグリ平

泉といった変遷をたどつてきた。

担い手が変わればそれに伴ってそれぞれのエリ

ア面積も動かざるを得ない。それに対応した農地

利用調整のマニュアルは出来ている。問題は営農

組合認可方式とでもいうべき現行のやり方で,持
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続的に担い手を形成・確保できるかどうかである。

つぎにそのことを検討してみよう。

3.転作団地を担う「農事組合法人アグリ平泉」

長島営農組合では,平成19年度から始まる国の

品目横断対策を前にして,任意組織でいくか法人

化するかで1年間議論した。この結果,法人経営

体を設立することで話はまとまった。差し迫った

問題は,麦作経営安定資金が無くなるため品目横

断対策の受け皿組織がないと転作団地の麦作が不

可能になることであった。特定農業団体のような

組織でもよかったが,あえて法人組織を立ち上げ

たのは,これを機会に将来の担い手を明確にして

おきたいと考えたからである。高齢化,兼業化が

進み,担い手の所得が伸び悩む中,挑戦する気持

ちで意識改革をしなければ取り残されるといった

危機感がそれを後押しした。法人化すれば対外信

用力が向上し金融機関との取引もやり易くなると

か,岩手県単独の担い手補助事業の導入ができる

ようになるといつたメリットもあった。

ひとまず何らかの形の法人経営体を立ち上げる

ことで話はまとまった。意見が分かれたのは,転

作エリアのみを担う組織にするか,それとも担い

手集積エリアや自己完結エリアの稲作も担う組織

にするかであった。しかし,担い手エリアの24名

からは,最後まで経理や販売を一元化する組織づ

くりに対する合意が得られなかった。そこで,差

し当たり転作に特化する形で農事組合法人アグリ

平泉を立ち上げて,品目横断対策の加入申請を

行った。

図1はアグリ平泉の組織機構である。この組織

は平均年齢57歳の担い手14名で構成されている。

このうち7名は理事や監事の役職を兼ねている。

組織の構成員14名は担い手エリアを担う24名の中

から選ばれた。ちなみに営農組合の担い手部長は

アグリ平泉の代表理事を兼ねている。

図1農事組合法人アグリ平泉の組織機構
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別に仲間割れしてこうなったわけではない。当

初は24名の担い手で法人組織を立ち上げようとし

た。ところが中には兼業依存度が高いため,本格

的に農業を目指す法人組織のメンバーに加わるこ

とをためらう人がいた。米づくりだけは可能な限

り独立して続けたいと考えている人もいた。法人

の設立に参加し,稲作,転作を含めて多様な経営

展開をしてみたいと思う人もいた。そんな訳で,

結果的に営農組合の担い手部に所属するメンバー

24名は従来通り担い手集積エリアの稲作を担当

し,そのうちの14名で立ち上げた農事組合法人ア

グリ平泉が転作エリアの耕作を担当することに

なったのである。

表4で19年度の転作団地91㌶の作付計画をみる

と,54㌶以上と半分が小麦で,この他大豆18㌶,

水稲5㌶,加工用米14㌶となっている。水稲が5

㌶となっているのは,岩手県の適地適作方針で一

13

時的に転作団地の一部を減らし水稲作付が可能に

なつたことによる。必要な機械・設備は今のとこ

ろ営農組合や14名の構成農家所有のものを借り上

げて使っている。今後は個人投資をひかえ,法人

として所有していく計画である。

アグリ平泉は今のところ転作団地を借りている

訳ではない。あくまでも営農組合が利用調整した

転作団地の耕作作業を受託する形がとられてい

る。ただ経理は一元化され,事実上販売も行って

いる。将来的にはアグリ平泉が転貸を受けて転作

団地に耕作し,地代を県公社に支払うといったこ

ともありえよう。

表5はアグリ平泉の18年度事業予算である。こ

れをみると転作作物の販売収入と交付金がアグリ

平泉の収入になり,これと同額の生産費用が計上

されている。つまり,必要経費を差し引いた残り

を委託費とすることで差し引きがゼロになるよう

表4転作作物の作付計画一19年度

表5アグリ平泉の平成18年度事業予算
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予算がつくられている。委託費を転作面積10アー

ル当たりに換算すると1万8千円程度になる。こ

れが営農組合を通して調整され地権者に支払われ

ている。

ちなみに当地区の小作料は年払い方式なので毎

年動かせる。平成17年～19年までは単収480kgレ

ベルの水田で15,000円と,農業委員会の標準小作

料1万円よりも高かった。そしてこうしたメリッ

トが地権者の合意形成を促す呼び水になった。平

成20年度からは米価低迷等で小作料を12,000円に

引き下げた。ところが転作の委託料は1万8千円

程度と小作料を上回る。上回る部分は営農組合の

必要経費等を差し引いたあと,若干のプレミアム

として地権者に配分することができる。ただどの

程度それが実施されているかは判然としない。

アグリ平泉は今のところ自ら戦略的に意思決定

できる自立した経営体になっている訳ではない。

長島営農組合という親会社が企画した転作作業を

担う受託部門のような位置づけである。そうは

いっても単収増や品質アップ,コスト低下や土づ

くり等々には精力的に取り組んでいる。法人の構

成メンバーは,農業で自立していきたいと考えて

いる。しかし,今のような親子関係の組織だと,

営農組合の認可なしには加工事業など新たな部門

にも取り組めない。それに加えて,稲作は個別,

転作はアグリ平泉といった2足の車鞋を履き続け

るのか,それともアグリ平泉に水稲部門も統合し

ていくか,いずれにしろそう遠くないうちに意思

決定を迫られよう。

アグリ平泉の構成メンバー14名のうち,10年

後も農業に従事できそうなのは2～3名しかいな

い。今のうちに若い後継者を育てておかなければ

組織それ自体が潰れてしまう。できるだけ早いう

ちに若い人材を従業員として雇用し,給料を払え

るような組織へ成長・発展させていくことが問わ

れている。これからは長島営農組合との関係を含

めて,アグリ平泉を母体とする担い手形成の方向

を踏み込んで検討することが迫られよう。稲作農

業の担い手形成とも併せ,検討してみたい。

4.稲作の担い手農家や自己完結農家

ほ場整備事業の集積要件を達成するために,水

稲作付田には担い手集積エリアを設定し,16集落

から選出された26名の担い手に農地や作業を集積

することにした。このため,勝手に規模拡大しよ

うと思っても,営農組合が認可した担い手でなけ

れば,農地集積の対象とはなり得ない。

かといって当初決まった担い手がいつまでも固

定されている訳ではない。26名のうち4名が事情

により担い手を止め,新たに2名が選出されて現

在24名となっている。そしてこの24名のうち,農

業専業を志す14名が参加してアグリ平泉を設立し

た。

表6は平成18年度の水田331.6㌶の利用状況で

ある。県公社に利用権設定した331.6㌶のうち,

116.5㌶は自己完結農家に再配分されている。24

名の担い手には自作地分として27.2㌶,小作地

分として39.5㌶,作業受託地分として57.6㌶,計

124.3㌶が再配分されている。

転作エリアについては90.8㌶が3か所に団地化

され,その作業をアグリ平泉が担っている。この

結果,担い手への集積面積は215.1㌶,集積率に

して64.9%と事業の集積要件52%を大幅に上回っ

ている。転貸する場所にしろ,作業受託地にしろ,

営農組合の方針に基づいて決められる。個人の希

望がそのまま構えられる訳ではない。

問題は担い手農家24名がいつまで担い手でいら

れるかである。現に4名がリタイアして2名が新

しく加わるなど,ここ数年ですら出入りがある。

アグリ平泉を設立した14名にしても,10年後も担

い手としていられるのは2～3名程度だといわれ

ている。担い手エリアを担う残りの10名も大半が

サラリーマン兼業である。表6にみるように,24

名の担い手の自作地は27.2㌶である。これに転作

部分を加えても35㌶程度一戸平均にして1.5㌶

程度である。集落代表であるとはいえ,必ずしも

規模が大きい農家が選ばれている訳ではない。

2005年センサスによれば,経営規模面積3.0㌶

以上の農家は販売農家400戸のうちわずか17戸,

比率にして4%程度である。5㌶以上だと5戸し
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表6利用権設定面積の利用状況-平成18年度

かいない。表6でみる農作業の受委託も,担い手

が主として基幹3作業を受託している面積は57.6

㌶と少ないが,作業受委託はこれ以上に広がって

いる。2005年センサスで水稲作業を請け負いに出

した農家数は229戸にも及んでいるからである。

このままだと,営農組合で認可しようにも担い手

となる人材を見出すことが難しくなろう。事実こ

うした懸念が現実のものとなりつつあるがゆえ,

営農組合にしろアグリ平泉にしろ後継者育成に心

を砕いている。

いずれにしろこれからは農事組合法人アグリ平

泉に持続的な担い手形成の望みを託すしかないの

ではないか。最後にその点について検討してみよ

う。

5.課題と将来展望

保有合理化事業を活用した一括利用権設定によ

る地域ぐるみ方式の農地利用調整は,少なくとも

東北管内でみる限り当地区の取り組みが最大規模

である。農地利用調整を行っているのは旧長島村

を母体として設置された全戸加入の長島営農組合

である。300㌶を超える水田は,営農組合の責任

で自己完結エリア,担い手集積エリア,転作エリ

アなどにゾーニングされ,エリア内の担い手に再

配分する仕組みになっている。納税猶予農地につ

いても借り替え特例を利用して利用調整計画の中

に取り込んでいる。

課題のひとつは固定化する傾向が強まっている

転作団地をローテーションしていくことであろ

う。団地移動のノウハウはすでに蓄積されている。

意思決定さえすれば不可能ではない。通常3年契

約のところを借り換え特例で10年にしている場所

などは,制度改正があれば動かすことができる。

自己完結農家や担い手農家が離農や新規参入等で

変動しても,現行の再配分ルールを適用すれば適

切に処理できる。

今後,離農等により自己完結エリアは縮小して

いこう。それに伴い担い手集積エリアは拡大する。

問題はそのエリアを担う担い手を,今から持続的

に確保していけるかどうかである。ただ,昨今の

社会的風潮として帰農傾向が強まっているゆえ,

新規参入希望者が現れないとも限らない。

そのことも視野に入れ,営農組合が認可する担

い手の対象を拡大することを検討したらよい。営

農組合は新規参入希望者を含めて担い手認可機能

を果たせるようにしていくのである。資格がある

と認可したらできるだけ自由に営農活動ができる

方が望ましい。

その点で気になるのは親子といわれる営農組合

とアグリ平泉の関係である。アグリ平泉はこれま
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での転作受託に特化した組織から稲作を含めて多

様な農業を担う法人経営体に成長していくことが

期待されている。この組織以外に長島地区農業の

担い手を見出すことが難しいからである。

アグリ平泉が自己の意思決定で営農活動を展開

する自立した経営体に成長していくためには,営

農組合との親子関係を洗い直してみることが必要

である。その過程で,営農組合の役員がアグリ平

泉の役員を兼務するといった体制も再検討を要し

よう。長島営農組合に引き続き期待される役割は,

精緻極まりない農地利用調整組織として独立し,

自立した経営体の営農活動を側面から支援してい

くことであるに違いない。

Ⅲ.農地利用調整と認定農業者主体型農事

組合法人の形成
一秋田県秋田市下浜地区羽川集落の事例-

羽川集落では地区内の水田25㌶を保有合理化事

業を活用して秋田県農業公社に利用権設定し,担

い手4人で立ち上げた農事組合法人「アグリはね

かわ」に転貸して利用している。この過程で段差

があり排水不良の未整備水田は,補助事業を利用

して簡易の基盤整備が行われた。農地利用調整を

現場で推進するために,地区内農家の大半が加入

する農用地利用改善団体「下浜羽川生産組合」も

設立された。

放置しておけば遊休化し,やがて耕作放棄が懸

念された水田は「アグリはねかわ」が有効活用す

ることでそれを食い止めている。保有合理化事業

による農地利用調整が,担い手の形成のみならず

遊休農地の解消にも役立っているという意味で,

注目される事例である。以下では,条件不利地域

における農地利用調整の実施過程をたどりなが

ら,担い手形成や遊休農地の解消に対する取り組

みを検討してみたい。

1.地域の概要

秋田市下浜地区羽川集落は秋田市役所から南

に15kmほど下った由利本庄市に隣接する地区に

ある。2005年のセンサスによれば,農地面積は50

㌶でそのうち水田が47㌶と大半を占めている。販

売農家は5年前の49戸から29戸に激減し,このう

ち男子生産年齢人口がいる専業農家は1戸しかな

い。秋田市の郊外ということで早くから兼業が進

み,やがて担い手不足問題が深刻となり今日に

至っている。

昭和30年前後に10アール区画に整備された山間

のテラス状に連なる排水不良の水田は,自己保全

管理転作を続けるうちにめっきり荒廃が目立つよ

うになった。そんな折,平成19年度から品目横断

対策が始まるというニュースが伝わってきた。ど

うにかしてこれに対応していかなければ農業を続

けることが難しくなる。まずは農家の意向を聞い

てみようということで簡単なアンケート調査を

行った。

圧倒的に多かったのは「我が家では後継者もい

ないし,農業は出来ないので,農地を誰かに使っ

て欲しい」という回答だった。県や市やJAの関

係者の指導を受けながら羽川地区農業の活性化に

向けた本格的な取り組みが始まった。以下その経

過についてみてみよう。

2.簡易基盤整備事業と農地利用調整

何をするにしろ荒廃が目立つ水田を修復しなけ

れば話は先に進まない。以前にもほ場整備につい

て検討したことがあった。しかし,合意するまで

には至らなかった。今更同じ話をしたところでま

とまるはずがない。最低限でもいいから何か簡便

な方法でほ場整備することはできないか。そう

思っていたところ適合する事業として紹介された

のが「農地継承円滑化事業」という受託者負担な

しの補助事業であった。ただ,それには条件があっ

た。事業主体は秋田県農業公社のような保有合理

化法人で,事業対象は公社が買ったり借りたりし

た農地である。こうした農地を良好な状態で公社

から担い手に集積するために簡易な基盤整備を行

うという事業である。事業費は国が半額,秋田県

では県が半額負担するので受益者負担は発生しな

い。事業を導入するには,羽川地区の農地を一旦
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表7羽川地区に導入された補助事業一覧

県公社に利用権設定し,それを担い手に集積する

形で転貸することが必要になる。

「農地は誰かに使って欲しい」というぐらいだ

から,公社に農地を貸すことに反対する人はいな

かった。荒廃が懸念される農地を受益者負担なし

で整備できるゆえ,むしろ喜ばれたくらいである。

問題は転貸の受け皿となる担い手をどうするかで

あった。関係機関の担当者の参加を得て何度か検

討会を開催したものの,簡単に結論は出なかった。

そこで県公社では,平成18年10月に差し当た

り18人の地権者から耕作放棄地を含む6.2㌶を借

入れ,そのうち1.13㌶について簡易な基盤整備を

行って認定農業者2名に転貸した。整地畦畔,

除去,水路工などに要した事業費は約300万円で

あった。

これが呼び水となり翌19年7月には,認定農業

者等4人が核となり,農事組合法人「アグリはね

かわ」が設立された。県公社は19年7月に残りの

地権者20名から19㌶の農地を借り入れ,そのうち

2㌶を工事費約400万円で簡易の整備事業を行っ

た。その後,前年度認定農業者に転貸した農地を

合意解約し,合わせて25㌶を「アグリはねかわ」

に転貸した。

なお,円滑化事業による簡易基盤整備が限られ

たため,平成19年度は「担い手農地集積高度化促

進事業」を羽川農用地利用改善団体が導入し,約

20㌶分の集積促進費650万円を有効活用して,簡

易な基盤整備を行った。このほか,表7に示した

ような事業が併せて導入された。

事業導入の過程で必要になった農地利用調整を

行う組織として,関係機関の指導により農地利用

改善団体「下浜羽川生産組合」が設立された。

図2は,連携機関,改善団体,担い手法人間の

支援,指導関係を図式化したものである。この図

にいみじくも示されているように農地利用調整

基盤整備,担い手形成などに対する,トータルコー

ディネーターの役割がすこぶる大きかった。こう

して平成19年度には,羽川集落農地の大半を占め

る22.8㌶が改善団体の合意を得て,公社に利用権

設定され,これが「アグリはねかわ」に転貸され
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図2連携機関・改善団体・担い手法人の関係

た。現在の利用権設定面積は26㌶に増えている。

簡易のほ場整備事業とはいえ,これによつて耕

作農地や遊休農地が解消されるとともに「アグリ

はねかわ」に集積された水田の3分の1程度がこ

れまでの10アール区画から20アール区画に整備され

た。自己保全管理転作はその多くが姿を消し,今

では大豆を主体とする転作が行われるようになっ

た。当地区水田農業の将来は設立したばかりの「ア

グリはねかわ」の動向如何にかかわっている。つ

ぎにその点について検討してみよう。

3.農業組合法人「アグリはねかわ」の営農活動

平成19年7月に設立された農事組合法人「アグ

リはねかわ」は,担い手喪失が著しい3集落の農

業を担う特定農業法人である。担い手設立の過程

では,多くの人が構成員として参加する集落営農

的な組織についても検討した。しかし,数名の担

い手以外に農業に従事できるような人材は見当た

らないし,20～30歳代の若い後継者も皆無であっ

た。にもかかわらず品目横断対策対応ということ

では法人組織を立ち上げることが望まれていた。

そこで集落の4人が集まって農事組合法人「アグ

リはねかわ」を設立した。

この4人は集落の数少ない認定農業者で,各種

委員会や役員会等でいつも顔をあわせる気心が知

れた仲である。最後はこの4名の決断次第という

ことになり,集落の皆から押される形で担い手法

人になることを決意した。

自らやりたいといって担い手になるよりは,皆

からやって欲しいといわれてなる方がそのあと何

かと仕事がやり易い。経営体の営農活動が単に私

益のためのみならず,集落のため,皆のためと

いったある種の公共性を帯びたものとなるからで

ある。

表8は平成19年時点の「アグリはねかわ」の経

営概要である。経営耕地面積は22.8㌶,うち水稲

が19㌶,転作大豆が4㌶などとなっている。

これらのほかに水稲の全作業を1.3㌶分受託し

ている。労働力は基本的に法人の構成員4人で,

繁忙時は勤めに出ている構成員の奥さん達3人が

手伝うこともある。年間の就労時間は7350時間で,
一人当たりだと2100時間になる。
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表8「アグリはねかわ」の経営概要

ただ4人のうち1人は丸々働けないので,労働

力の単位は3.5人である。トラクターをはじめと

する農業機械・施設は,4人が所有しているもの

を法人が借りて利用している。水稲の小作料は10

アール当たり8,000円と標準小作料を下回る。地権

者との合意で決めた値である。公社との契約は小

作料年払い方式の10年定期賃貸借である。米価の

下落等事情が変われば小作料も変更できるように

なっている。

将来的には地区内の水田30㌶を借り受けて,水

稲のほかに大豆,枝豆,アスパラなどの作付を増

やそうと考えている。機械・施設については更新

時に全て法人で取得し,作業の効率化を図りなが

ら労働時間も6,300時間ぐらいに軽減していく予

定である。1人当たり所得目標は400万円である。

収穫したコメの7割程度はJAに出荷するが

残りの3割は秋田市内50軒の消費者家庭に玄米

30kg当たり8,000円で販売している。法人をつく

る前から個人的に販売していた人が中心だが,最

近ロコミで増えている。運賃は軽トラのガソリン

代ぐらいだから,JAに販売するよりも手取りは

多い。土壌改良剤を入れて土づくりに取り組むな

ど,おいしいコメづくりにも心掛けている。下浜

海水浴場に近いので,海の家にトウモロコシやカ

ボチャを出荷すると良く売れる。これからは転作

を利用して大豆やアスパラのみならず多品目野菜

に取り組む予定である。

問題は働き手の確保である。いまいる4人だけ

だと水路掃除にも十分手が回らない。昔は集落の

人が出役して共同で維持管理を行っていた。それ

が難しくなり水路の荒廃が目立つようになった。

公社経由で「アグリはねかわ」が借りたあとは,

ムラ仕事も「アグリはねかわ」の仕事になった。

4人で年2回ぐらい草刈などをやっているが追い

つかない。あちこちの水路に,これで水が流れる

かと思うほど葦などの雑草が生い茂っている。
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経理の一元化に対応した帳簿づけの仕事なども

煩雑である。慣れていないばかりではない。営農

活動と経理作業は異質な仕事ゆえ両立が難しい。

経営や販売戦略の企画・立案にしてもそうである。

法人立ち上げの段階では関係機関等の担当者があ

らゆる面で支援した。しかし,遅くとも4人の世

代交代期までには独立した経営体として一人立ち

していかざるを得ない。それが出来ないと後継者

に恵まれないまま,下手をすると組織は解散を余

儀なくされる。

構成員4人の年齢は1人が67歳,もう1人が

64歳あとの2人が59歳と平均で60歳を超えてい

る。いずれも後継ぎは農業に従事していない。彼

ら以外に集落に2人いる認定農業者の年齢も,65

歳以上である。「アグリはねかわ」が熟年法人と

してやがて活動を停止してもいいのなら,余計な

心配は無用である。

ただ,保有合理化事業の導入を契機として心機

一転法人化に踏み切った4人にしてみれば,組織

の後継ぎが現れることを願っている。だからこそ,

地域の水田30㌶をフル活用し,一定水準の所得を

確保できるような農業に取り組もうと考えてい

る。県公社がはじめて取り組んだ農地継承円滑化

事業による農地利用調整は,担い手の育成と遊休

地解消を同時に推進する注目すべき試みである。

それだけに「アグリはねかわ」に対しては,成長

軌道に乗るまでの間,関係各方面の人的・経済的

支援を継続していくことが望まれよう。簡易な田

直しなどを含めて当地区の取り組みは,新たな農

地政策改革が掲げる遊休農地解消のモデルにもな

り得るからである。

Ⅳ.農地利用調整と地域ぐるみ型大規模農

事組合法人の形成
―秋田県大仙市協和小穂地区の事例-

大仙市(旧協和町)の小穂地区では,5集落の

農家で構成する農事組合法人「たねっこ」が280

㌶の水田営農を担っている。かつて自己保全管理

が大半を占めた当地区の転作は,基盤整備効果も

手伝って,現在60㌶近くの転作団地をつくり,無

臭大豆の契約栽培が行われている。婦人層を中心

に取り組んでいる育苗ハウスを利用した野菜栽培

も,加工場の建設が日程に上るほど活況を呈して

いる。

働こうと思えば老若男女を問わず多様な仕事が

あるし,賃金も時給900円と農外のパート賃金よ

り相当高い。法人の収益次第で賞与も出る。農家

個々の手取りは以前より遙かに増えたと喜ばれて

いる。

全員参加型ということで,一見寄り合所帯的組

織に見られがちだがそうではない。構成員の役割

分担を含めて経営組織は効率的に編成されてい

る。機械・施設の過剰投資も徹底して抑制されて

いる。高い収益性は経営努力の成果である。

当法人はまた,組合員から無条件委託される形

で農地利用調整を行っている。転作田の団地化に

しろ水稲作付田の配分にしろ,全て法人にまかさ

れている。ほ場図をつくり個々の農家への配分場

所を指定するなど,貼り付け作業は手間がかかる

し神経も使う。地権者の大半が加入している組織

ゆえ,本来農用地利用改善団体が行うような仕事

も労を厭わなければ代行できる。

ただ,こうしたやり方を継続しようとしている

訳ではない。平成21年度に基盤整備の本換地が完

了すれば所有地盤が確定する。これまでの一時利

用を前提とした調整もやり難くなる。いずれは保

有合理化事業を利用した県公社経由の利用調整方

式に切り換えることも考えている。利用調整のノ

ウハウは蓄積しているし,その気になれば出来な

いことはない。問題は納税猶予農地の扱いである

が,これについては制度改正次第で何とかなる。

抵当権設定等の確認のため一筆1,000円かかる戸

籍抄本の取り寄せも,1㌶区画になったことでよ

ほど節約される。農地政策改革で何がしかの軽減

措置が期待できるかもしれない。いずれにしろ,

これまでのような農地利用調整方式を何らかの形

で継続することについては地権者の同意がとれて

いる。制度に乗せるだけなら切り替えにさほど時

間は要しない。
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当地区における全員参加型の大規模法人経営体

という担い手づくりにしろ,保有合理化事業によ

る一括利用権設定と再配分方式に近い農地利用調

整方式にしろ,自発的・内発的な取り組みの中か

ら生まれた成果である。品目横断対策に対応して

法人経営体を設立した訳でもないし,農地政策改
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革を先取りしようとして取り組んだ訳でもない。

いわば政策は後からついてきただけである。

地に足がついた取り組みだけに,水田農業の将

来展望を実践的な視点から占う上で参考になる。

以下,取り組みの経過や今後の展望について検討

してみたい。

表9経営規模別農家数

表10農家人口及び農業専従者
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1.地域の概要

小種地区は秋田県大仙市を流れる一級河川雄物

川が大きく湾曲する中流部に位置し,5集落にま

たがる旧淀川村の一角を占める地域である。昭和

の始め頃沼地を干拓して造成された水田は,度重

なる雄物川の氾濫に悩まされ続けてきた。地下水

位が高く排水条件が悪いため転作もままならず,

大半は自己保全管理という名の休耕を余儀なくさ

れてきた。

県都秋田市や大曲市に車で30分程度と近いため

早くから兼業化が進み,2005年センサスでみると

地区128戸の農家のうち,男子生産年齢人口がい

る専業農家はわずか5戸,比率にして4%しかい

ない。6割以上が第二種兼業農家である。

耕地面積355㌶のうち水田が303㌶と85%以上を

占め,一戸当たり水田面積にして2.4㌶と県内で

も広い方である。表9のように,経営耕地規模別

農家数も3.0㌶以上の農家が4割近くを占めてい

る。

にもかかわらず表10のように,15歳以上の農家

人口518人のうち農業専従者は78人,比率にして

15%のみである。専従者の半分は60歳以上であり,

40歳未満の専従者は男1人,女1人の2人しかい

ない。当地区の水田農業は明らかに衰退傾向を強

めていた。転機を迎えるきっかけとなったのは,

平成13年度から始まったほ場整備事業であり,5

集落内農家が全戸加入して設立された農事組合法

人「たねっこ」の誕生であった。

2.基盤整備事業の導入

平成13年度から当地区には県営の担い手育成基

盤整備事業が導入され,1㌶区画のほ場整備が年

次計画で施行された。面工事の大半は平成15年に

終了し,現在は関連工事が続いている。平成21年

度には本換地計画が作成され22年度にはそれが決

定される予定である。

事業内容は表11に示した通りである。区画整理

が畑地や導水路を含めて315㌶,水田の暗渠排水

が284㌶,客土が77㌶となっている。総事業費は

55億円,10㌶当たりに換算すると194万円である。

基盤整備の合意形成に至る過程の取り組みは省

略するが,関係者の熱意が実り,最終的に97%と

いう高い同意率で事業をスタートすることができ

た。

こうした基盤整備と並行して検討が重ねられた

のは当地区水田農業の担い手についてである。兼

業が深化し,担い手の減少・高齢化が進む中,地

域全体の水田農業を担う新しい仕組みを考えざる

を得なかったからである。こうして,地区内5集

落の農家全戸加入の大規模農事組合法人「たねっ

こ」が設立されることになった。

3.大規模農事組合法人「たねっこ」の設立

1)法人設立の経緯

基盤整備の面工事がほぼ終了する平成15年頃か

ら整備後の水田農業の担い手について検討が始

まった。話し合いの母体となったのは5集落にも

ともとあった生産組合であり,これら生産組合の

代表が集まる会合の場であった。

手始めに全農家対象のアンケート調査を3回ほ

ど実施した。しかし,アンケート結果から結論を

見出すまでには至らなかった。農家自身どうした

らいいか分らないという回答が多かったからであ

る。このままでは基盤整備の償還金すら返済でき

ないはめになりかねない。誰かがビジョンを描き,

農家への説得活動を展開しなければ,話が先に進

まないことは明らかだった。

やがて法人の代表理事や理事に就任することに

なる数名で考えたのは,5集落の生産組合を母体

とする集落営農的な任意組織の設立であった。基

盤整備の計画概要でも,生産組合を5集落単位に

それぞれ設置することとされていた。ところが平

成16年の秋以降,関係機関に所属する第三者から,

これだけ大規模にやるのであればいっそのこと法

人にした方がいいとの指導を受けた。農事組合法

人であれば意思決定の仕組みや組織の運営も集落

営農的任意組織とさほど変わらない。

そうはいっても多くの人は法人という言葉それ

自体に抵抗を感じていた。特定の人だけが儲ける

組織を作るのではないかとの懸念も強かった。理
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表11小種地区基盤整備事業の概要

解を得るために県や自治体,JAの担当者を交え

て何度となく集落説明会を行った。誰もがどうす

ればよいか分らなかったところへ,全戸加入の法

人を設立し,地区内の水田農業を全面的に担って

いくというダイナミックなビジョンが示された訳

だから,多くの人は戸惑った。これまで聞いたこ

ともない,考えたこともないような話ゆえ,理解

してもらうのに相当の時間を費やした。ただ,そ

のあとの決断は早かった。5集落全戸がそれでい

こうという話になり,1週間ぐらいで法人設立出

資金も全て集めることができた。10アール当たり

1,000円とはいえ,こんなに早く集まるとは思わ

なかった。こうして平成17年3月25日に農事組合

法人「たねっこ」が設立された。

2)法人の組織運営体制

法人の組織体制を示したのが図3である。役員

は理事が9名,監事が3名で,重要事項は理事会

や監事会で審議する。代表理事が全体を統括し,

ほかに副代表的な第一理事が1名いる。

組織には業務内容に応じて,ライスセンター部

会,転作部会,作業受託部会が置かれ,そこにも

理事が部長を兼務する形で配置されている。部会

の運営は5集落の集落組合長で構成する部会運営

委員会に諮り,そこで了承を得る。集落組合長は,

組合員の意見を組織に反映させたり,管理運営全

般に関わる情報を組合員に伝達したりする。

運営方針,業務内容,決算・予算については毎

年4月に開催される通常総会の場で承認を得る。

法人業務の遂行は責任の所在を明確にした役割分

担体制の下で行われ,合意形成は集落組織を母体

とする全員参加の下で行われている。

法人設立時の出資金は238万円であったが,平

成19年度に組合員から増資を募り,現在は2,051

万円と1桁増えた。資産の割には自己資本があま

りに少なかったからである。

役員には報酬が支払われている。その額は理事

9名で合計360万円,監事3名で合計36万円にす

ぎない。総額を誰にどれだけ配分するかは,理事

会,監事会に一任されている。仕事内容に応じて

多少の差がついたとしても大した額ではない。役

員報酬は少ないが,各役員がそれぞれ実務を担当

しているので賃金は別途支給されている。ただ,

役員といえども一般組合員同様時給いくらで支払

わられる。役員だからといって高い報酬が得られ

る訳ではない。経営の成果はできるだけ組合員に
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図3農事組合法人「たねっこ」の組織体制

図4ライスセンター部会の設備と業務内容
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還元したいと考えているからである。だからこそ

役割分担と責任の所在を明確にしながら効率的な

経営に努めている。

3)法人の業務内容

図4～図6は,部会ごとに平成20年度の業務内

容,主要機械施設,主要補助事業についてまとめ

たものである。ライスセンター部会からみていこ

う。平成18年3月に国の補助事業で,米・大豆併

用型のライスセンターが設置され,18年度から稼

働を開始した。「たねっこ」が地域の水稲と大豆

の特定農作業を一手に引き受けることになったた

めである。総事業費2億8,285万円のうち,国が

1億3,200万円,大仙市が2,694万円,残りの1億

2,386万円は組合員が負担することとした。

施設の導入にあたり個々の農家が所有する乾燥

設備は全て処分することにした。設備の稼働率を

上げるためだけではない。これを機会に徹底して

過剰投資を抑制しようとしたからである。トラク

ターやコンバインなども,更新時には全て法人の

機械・施設に切り替える約束になっている。

刈り取った水稲や大豆は全てライスセンターで

処理されたあとJAに出荷される。平成19年度の

実績は,水稲180㌶,転作大豆55㌶規模の利用と

なり,稼働率も100%を超えている。
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転作部会の機械・施設も秋田県単独の補助事業

で導入された。平成19年度は管内2カ所に設けら

れた22.6㌶と33㌶規模の転作団地で,大豆転作が

行われた。20年度は団地を別の場所に移動して67

㌶規模の大豆転作が行われている。当初から2年

ごとのBR転作を行う計画を立てていた。転作は

全て転作部会が受託し,作業人には必要に応じて

組合員が出役する。賃金は老若男女とも時給900

円に統一されている。オペレーターなどは作業内

容や機械の持ち込み等に応じて差を設けている。

収穫された大豆はJAを通して大仙市の食品加工

農業者に販売され,豆乳,豆腐,菓子,麺等に加

工されている。大豆の品種は青臭みが一切ない無

臭ダイズ「すずさやか」である。JA経由の契約

栽培みたいなものだから売先に困ることはない。

単収も200kg～250kgと高い。

転作部会では婦人層の要望を取り入れ,育苗ハ

ウスの跡地を利用してブロッコリー,業務用キャ

ベツのほか,ケイトウ,アスターなど花卉栽培に

も取り組んでいる。近年,女性農業者達の活動も

活況を呈している。

平成20年度には,農山漁村活性化プロジェクト

支援交付事業で,無臭大豆,水稲種子,野菜,花

卉等の送別出荷を行う集出荷貯蔵施設が完成す

る。このあと農産加工施設も建設する予定である。

図5転作部会の設備と業務内容
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図6受託作業部会の設備と業務内容

受託作業部会では,コンバインや田植え機を補

助事業で導入しているが,トラクターなどは今の

ところオペレーターの機械を借りている。更新時

には法人が購入することになっている。

平成19年度の作業実績は,耕地,代掻,田植え

の3作業セットで180㌶,このほか刈り取り・運

搬のみが98㌶である。刈り取り面積が少ないのは,

自己所有のコンバインで独自に作業する面積が未

だ多いからである。水管理や雑草防除などの管理

作業は原則として農家それぞれが行っている。米

代金の精算時には収量や品質に応じて農家の手取

りにも差が出るようになっている。こうしておけ

ば管理がおろそかになったり捨て作り的になった

りするのを回避できる。

平成20年度からは,安全安心な「たねつこブラ

ンド米」の栽培に取り組んでいる。JAが定めた

減農薬・減化学肥料米の栽培歴にしたがつて生産

した特別栽培米を,JA経由でイオングループに

販売することが決まっている。秋田県から依頼さ

れた水稲原種圃13㌶や水稲採種圃10㌶の栽培は受

託作業部会が責任を持って取り組んでいる。

以上のように当法人の主要業務は270㌶規模の

稲作・転作の基幹作業受託である。しかし,単な

る作業受託法人ではない。米や大豆栽培に使う肥

料,農薬,各種資材等は法人が一括して購入し,

それを各農家に分配して使っている。この方が割

安に購入できるし,肥培管理など栽培方法を統一

することもできる。

コメは全量法人からJAに販売され,米代金か

ら掛った経費を差し引いた残りが農家に支給され

る。ほ場によって収量も違うし品質も違うゆえ,

米代金もまた違ってくる。プール計算すれば楽だ

が,管理作業など農家個々の努力が反映されるよ

う,あえてこうしたやり方を続けている。平成20

年産米からは,JA秋田おばこと米穀卸の神明を

介し,全量流通大手イオンの独自ブランド「トッ

プバリュー・グリーンアイ」商品として販売する

ことが決まっている。

当法人は単なる作業受託のみならず小種地区水

田農業のトータルマネジメント機能をも果たして

いる。それだけではない。つぎにみる転作団地の

設定や水稲作付田の農家への配分など農地利用調

整にも取り組んでいる。

4)農地の利用調整

平成21年度に基盤整備の本換地が完了する。所

有権が確定するまでは一時利用という形で転作団

地の設定や水稲作付田の配分を行ってきた。工区

単位の事前・事後転作で団地化転作の経済的メ

リットに対する認識も深まった。そこで,面工事

終了後も法人が中心となり団地化転作を続けるこ

とにした。転作部会を中心に意見を取りまとめ,

団地はなるべく条件のいい場所に設定した。補助

金頼みの捨て作り的転作ではなしに,転作で積極
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表12損益計算書平成19年3月1日～平成20年2月29日

的に収入を増やそうと考えたからである。所有権

が確定していなかったからやり易かった。

具体的には,小種地区の水田利用を一旦法人に

まかせてもらうことにした。いわば水田利用を無

条件で法人に委任してもらったのである。その上

で法人は転作率に相当する面積の団地を設定する

場所をきめ,残りを水稲作付田として農家個々に

配分した。どこに配分するかは,基本的に法人が

決定し,必要に応じで集落代表が調整した。これ

もまた一時利用だからやり易かった。ほ場図面へ

の貼付作業は煩雑極まりないが,農地情報は法人

に一元化されているので手間さえ厭わなければ成

し遂げることが出来た。きれいに色分けされた転

作団地や水稲作付地の大きな分布図は,いつでも

誰でも見れるように事務所に貼られている。

転作団地の耕作は全面的に法人が受託すること

にした。個々の農家の転作面積を集合して設定し

た団地を,再度個々に配分したらバラ転になり団

地をつくった意味がない。中には稼ぎ手がいなく

て休耕を余儀なくされそうな農家もいる。転作団

地を作った以上,どう考えても法人で耕作するの

がベストの選択であった。実際の作業の多くは時

給900円で雇用した組合員が行っている。

水稲作付田は基幹作業を法人が受託することに

した。このうち収穫作業はコンバイン所有農家が

更新期まで個人で行うことも出来ることとした。

このため法人が受託した収穫作業をコンバイン所

有農家に再委託する場合もある。耕起から田植え

までは全て法人が受託しているが,トラクターや

アタッチメントなどは作業を頼むオペレーターが

持ち込み,それに対して借上料を支払っている。

現在オペレーターは7人ほどいるが,彼らの賃金

も作業ごとに時給いくらで支払われる。

今のところ法人への利用権設定は最小限にとど

めている。少しでも作業に従事することでコメづ

くりに対する組合員の意欲を繋ぎとめておきたい

からである。働き手がいるうちはこの方が組合員

の所得も増える。

法人による地区全域の農地利用調整は,これと

いったトラブルがない。本換地終了後も同様のや

り方を継続していきたいと考えている。ただ,所

有権が確定すると一時利用のようにはいかない場

合も出てこよう。団地の設定にしろ水稲作付団地

の配分にしろ賃借契約が発生する。農地制度に抵

触しない形で今のやり方を継続しようとすれば,

保有合理化事業を活用することになろう。県公社

へ一括利用権設定した上で再配分するというやり

方である。

今後は納税猶予農地問題も農地制度改正で消減

しそうだし,本換地終了後はそうした手法を含め

て検討中である。仮にそうなると,転作団地にし

ろ水稲作付田にしろ,いざとなれば法人に転貸で
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きる。いずれにしろ当法人には,地域農業の強力

な担い手に成長して欲しいとの期待が集まってい

る。法人の収支内容がいいことも期待を集める要

因である。

5)法人の収支

業務が多岐に及び管理運営も複雑なことから経

理業務もまた煩雑である。会計担当理事はいるが,

経理業務そのものも外部の専門家に業務を委託し

ている。

表12は,平成19年度(平成19年3月1日～平成

20年2月29日)の法人の損益状況である。当期純

利益は184万と辛うじて黒字になっている。少し

細かくみると,収入を売上原価が上回り,売上総

利益は4,967万円の赤字である。ここからさらに

販売費・一般管理費を差し引くと営業利益の赤字

は6,252万円に増える。ただし,各種奨励補助金

など営業外収益が6,839万円と多いので,経営利

益は261万円の黒字になる。ここから税金等を差

し引いた当期純利益が184万円となっている。こ

れだけだと当法人は補助金に依存することで収支

均衡を保っているかにみえる。

ところが表13で売上原価の項目をみると,労務

費の中に5,438万円の賞与が含まれている。した

がってこれがなければ売上総利益は黒字になる。

ただ,7,000万円近くの奨励補助金など営業外収

益があるので,それとの見合いで賞与を支給して

も当期純利益を黒字にできる。

農事組合法人は利益追求型の法人ではない。営

業収益は組合員に還元する方が主旨に合う。した

がって組合員に賞与を支給することにした。そし

て,その中から増資に協力してもらうことにした

のである。

当法人の資本金は当初出資した246万円であっ

た。そこで1,800万円ほど増資を仰ぎ,資本金を

一挙に2,051万円に増額することにした。これに

よって自己資本比率を1.3%から12.2%に高めるこ

とができた。法人の基礎体力もそれだけ高まった。

表14は部会ごとの損益の実績と計画である。詳

しい説明は省略するが各部会とも営業損益はプラ

スであり,全体で3,394万円の黒字となっている。

20年度計画も各部会とも黒字の予定となってい

る。また,転作部門のみで2,500万円と前年度の

2,175万円上回る賞与を支給することが計画され

ている。

このように法人の財務内容は良好だし,いざと

なれば賞与の額を調整することで奨励補助金なし

でも黒字に出来る。最後に農事組合法人「たねっ

こ」の将来展望について検討してみたい。

農事組合法人「たねっこ」の将来展望

農事組合法人「たねっこ」は,設立3年目にし

て早くも当地域水田農業の担い手として誰もが認

める存在となった。組合員に対する賞与など手厚

い収益配分も手伝って,組織に対する組合員の信

頼も高い。財務内容は健全であり,1,800万円以

表13売上原価平成19年3月1日～平成20年2月29日
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表14部門別損益の実績及び計画
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上の増資を図るなど組織の体力増強にも努めてい

る。

無臭大豆のみならず,育苗跡地を利用した婦人

層を中心とする野菜や花きの栽培は,加工施設の

導入が日程に上るほど活況を呈している。法人経

営の複合化により,組合員を雇用する機械も増え

ている。

必要な建設施設や機械設備は基本的に法人が導

入し,スケールメリット活かした低コスト農業へ

の挑戦はこれからも続いていこう。ちなみに平成

20年度にも,コンバインなど3,870万円の設備投

資を行っている。やがて農家個々の機械・設備が

無くなれば,機械・設備の適正装備と稼働率の向

上により,一層のコスト低下が図られよう。ライ

スセンターの稼働率などは,すでに120%を上回

る実績を上げている。

平成20年度からは大手量販店イオングループに

対する「たねっこブランド米」の販売も始まっ

た。JAの減農薬・減化学肥料の栽培歴にしたがい,

栽培方法や使用資材は統一されている。成果のほ

どは定かでないものの,今後に向けた販売戦略の

学習効果という点では絶大なものがあろう。

農事組合法人「たねっこ」のこうした取り組み

の延長線上に見えるのは,水田のみならず遊休地

化が進む100㌶の畑地を含む地域の耕地資源をフ

ル活用して,多様な生産・加工・販売に取り組む

複合アグリビジネス事業体である。

それを目指すには,役員,オペレーター,作業

員ともに時給という今のような給与体系の再検討

が迫られよう。少なくとも主要な人員は従業員と

して雇用し,給与や賞与を支給するようにしなけ

れば人材確保が難しくなる。現在,若手を2人ほ

ど農業試験場に研修に出しているが,キャリア

アップした人材が時給のままだとモチベーション

の向上につながらない。いずれ組合員に対する収

益配分のやり方を見直しながら,法人経営体の中

核的な担い手に他産業並みの給与を支払うような

体制整備が必要になろう。

あとひとつは,今後も「たねっこ」が農地利用

調整機能を担い続けるかどうかである。法人経営

体に農地利用調整部門を設け,これを継続すると

いう方法もあろう。しかし,高齢化や世代交代が

進むにつれ,今のような地域ぐるみ的営農活動を

続けることが難しくなる。それに応じて法人経営

体が自立志向を務めれば,地域ぐるみ的な性格は

希薄になる。

いずれにしろ,現在農事組合法人「たねっこ」

が兼ね備えている地権者全員参加という農業地利

用改善団体的な性格が次第に薄れるとすれば,農

地利用調整機能は法人から切り離されていこう。

多様なビジネスを展開し収益活動を行う法人組織

と利用調整した農地を提供して地代を取得する組

織とでは,性格が異なるばかりか互いに相容れな

い面もあるからである。いずれは保有合理化事業

等を活用しながら別途農地利用調整に取り組む組

織づくりが必要になろう。市町村単位に面的集積

組織も立ち上げるという農地政策改革の動向と併

せて検討したらよい。小穂地区の取り組みは,自

発的・内発的水田農業の構造改革を推進しつつあ

る事例であり,今後の方向を占う上で注目に値し

よう。

V.総括と展望

調査4事例の結果から,農地利用改革による担

い手形成に関連する主な要因をまとめてみたのが

表15と表16である。表15からみていくと,農地

利用調整にしろ担い手形成にしろ,全ての事例が

集落組織を母体としてこれに取り組んでいる。集

落の数は1集落から16集落まで事例によって異な

るが,基盤整備の事業範囲や営農組織のスケール

が違うことからそうなっているに過ぎない。必要

に応じて集落連合的な組織が作られているもの

の,集落の枠を無視したり分割したりしている事

例は皆無である。その背景には,面的に水田の利

用調整を推進しようとすれば,集落という全農家

が参加する場での合意を無視できないからであ

る。単にその場で了解を得るという意味だけでは

ない。時として集落という場における合意形成に

は,「皆のため」という横からの圧力で話をまと
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表15調査4事例の概要

める力学も作用する。

翻ってみるに水利施設や農道を含めていわば有

機的な地域集合財といってよい水田耕地は,集落

に定住してきた人々の有無を言わせぬ無償の共同

労働など「共」の論理によって維持管理されてき

た。こうした過去の営為が暗黙知として共有され

ているからこそ,集落や集落連合を農地利用調整

組織の母体に組み込んでいるのである。その形態

は表16に示したように集落母体の農用地利用改善

団体だったり,複数集落母体の営農組合や農事組

合法人そのものだったりと様々である。

整備前の農地条件は平野部の水田に比べれば4

事例とも最悪で,排水不良のため転作も自己保全

管理という休耕を余儀なくされていた。中には事

例3のように耕作放棄による荒廃が懸念されるよ

うな地域もあった。総じて各地域の水田農業は,

兼業深化や高齢化による担い手不足も手伝って崩

壊の危機に直面していたのである。それを回避し

ようという危機バネを原動力として,各事例とも

ハード事業が終りに近づいた頃,駆け込み的に基

盤整備事業を導入した。事業と並行して農地利用

改革や担い手形成にも取り組んだ。

排水条件が改善され,基盤整備の事前・事後転

作を経て,4事例とも自己保全転作から大豆等の

BR転作に切り替えている。これを継続するため

には何らかの農地利用調整が必要になる。しかも

平成期に導入したほ場整備には全て50%以上の集

積要件がついている。認定農業者等担い手の層が

厚ければさほど問題にならないが,4事例とも集

積の対象となる認定農業者は数えるほどしかいな

かった。少ない認定農業者や新たに創設した担い

手組織に対して人為的・計画的に農地を集積しな

ければ,要件をクリアすることは難しかった。そ

の手法として事例1～3で選択したのが県公社へ

の一括利用権設定と再配分による農地利用調整で

あった。

事例4では,本換地完了前ということもあり,

農事組合法人組織それ自体が委託・代理で一括利

用権設定による再配分に近い形の農地利用調整を

行っている。本換地終了後は,他の事例同様の方

式に切り換えていくことになろう。

それぞれの事例に即してみたように,県公社へ

の一括利用権設定は合意さえ得られればさほど難

しくない。しかし,転作団地や各種エリアの設定

などゾーニングを組み込んだ転貸業務は,ルール

づくりを含めて多々工夫もいるし膨大な書類の作

成など予想以上に煩雑である。

県公社担当職員の指導力と現地組織のリーダー

を始めとする関係者の熱意がうまく合致しなけれ

ば,立ち上げの段階でつまずいてしまう。ただ,

2～3年苦労して軌道に乗せてしまえばあとはマ

ニュアルができる。事例2のように調整対象面積
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表16調査地域の農地利用調整と担い手

が330㌶に拡大したところですらさほど難しくな

い。したがって,地権者の信頼さえ担保できるな

ら将来的に農地利用調整は県公社,市町村公社,

地域支店,集落代理店などのネットワーク型農地

信託機構を活用して取り組むようなこともあり得

よう。いずれにしろ,4事例にみるように,農地

の面的・効率的利用改革を推進する上で,規模の

大小問わず一括利用権設定による再配分方式は極

めて有効である。さらに,事例3でみたように,

簡易ほ場整備と一体化した一括利用権設定は,遊

休農地の解消という点でも効果的である。

農地の面的・効率的利用体制が定まれば,担い

手の形成もやり易くなる。中でも,転作団地の担

い手が決まるのは早い。団地を作り品目横断対策

の適用を受けるには,法人化を目指す担い手が必

要になる。調査事例では特定農業団体や農事組合

法人が転作団地の耕作を担っていた。このうち事

例3や事例4では稲作も同じ法人が担っている。

ただ,事例3が転貸を受けて水稲栽培を行ってい

るのに対して,事例4で行っているのは基幹作業

受託だけである。

事例1や事例2は,いまのとこと認定農業者や
一般農家が稲作を担っている。ただ,農家の中に

は転貸を受けずにその分認定農業者に集積した

り,受けたとしても作業を他に委託したりといっ

た関係が広がっている。このため両事例とも稲作

の担い手をどうするかが今後の検討課題となって

いる。

ただ,4事例とも以前のような危機感はさほど

ない。面的・効率的農地利用が可能な体制さえ確

立しておけば,担い手には事欠かせないはずだと

考えている。ちなみに事例4では,現行の農事組

合法人がやがて数100㌶の耕地資源をフルに活用

する複合アグリビジネス事業体へ成長する動きを

見せている。事例3でも,出来たばかりの農事組

合法人が転作のみならず稲作や加工部門を取り込

みながら,経営体として自立していくことを考え

ている。事例1のようなところでも,担い手がい

るうちはそこに農地を集積し,それが不可能に

なったら農外からの新規参入者も含めて多様な担

い手に農地を利用してもらおうと考えている。事

例3では都市近郊という立地条件を活かして多様

な農業を展開していけば,やがて若い従業員を雇

い入れるなど担い手としての将来展望が広がろ

う。

以上でみた4事例から得られる結論は,面的・

効率的農地利用体制を確立することこそが,担い

手形成の決め手になるということである。考えて

みれば調査事例でそれを可能にした要因は特殊な

ものではもはやない。基盤整備,BR転作,高齢化,

担い手不足などは少なからずどこの農村でもみら

れる現象である。したがって農地利用改革の成否
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は特殊要因に起因するというよりも周到な計画原

理を駆使してアクションを起こせるかどうかにか

かっていよう。

担い手の将来像については調査事例から絞り込

むまでには至らなかった。恐らく面的・効率的な

農地利用が担保されるなら,農外からの新規参入

者を含めて将来的には多様な担い手が出現しよ

う。ただ,土地利用型農業の将来像を鮮明に浮き

彫りにしつつあると思われたのは事例4の取り組

みである。地域に根を張り,雇用の場を創造しな

がら複合アグリビジネス事業体へ成長していくか

に見えたからである。

だからといって単なる営利事業体を目指してい

るというわけではない。再投資により事業領域を

拡張しながらムラ社会の人々に雇用の場や生きが

いなど広くサービスを提供していこうとしてい

る。公共性を織り込んだ経営の展開力を原動力に

しているという意味で「ムラ的農企業」であり,

流行の言葉に置き替えればソーシャル・エンター

プライズ(社会的企業)への発展を志向している

といっていいのかも知れない。

なお,現地調査を行ったものの,特定法人貸付

事業で新規参入した岩手県内の4事例やJAの保

有合理化事業を活用して規模拡大に取り組んでい

る北秋田市の有限会社の事例については,調査同

行者がすでにその概要を雑誌「ふぁーむらんど」

2008,No.46に掲載しているので,ここでは割愛

した。特定法人貸付事業についてのみ一言だけ付

言しておけば,これまでみてきたような農地利用

調整を抜きにして,単発で新規参入したとしても

土地利用型農業の担い手として成長していくのは

難しそうだということである。

33

参考文献

〔1〕「「村ぐるみ手法』の導入で集落1農場が実現」－効率

的な集落営農をめざす宮城県東松島市野蒜地区大塚集落－

雑誌「ふぁーむらんど』No.44,(社)全国農地保有合理化

協会2008

〔2〕「仲介機能により集団的土地利用調整を支援する岩手

県農業公社」－岩手県平泉町長島地区－雑誌『ふぁーむら

んど』No.38,(社)全国農地保有合理化協会2005

〔3〕「農地保有合理化事業の概要」(平成19年度版)(社)

全国農地保有合理化協会2007.8

〔4〕工藤昭彦「農地保有合理化事業による参加型構造改革

の展望」『土地と農業』No.37,(社)全国農地保有合理化協

会,2007.3

〔5〕工藤昭彦「新たな農地制度創設の課題と展望」『土地

と農業』No.38,(社)全国農地保有合理化協会2008.3

本調査にあたっては全国農地保有合理化協会の小野調査

広報部長をはじめ,宮城県農業公社,岩手県農業公社,秋

田県農業公社の関係各位に調査地の選定や情報提供等で大

変お世話になった。また,調査対象地域の関係者にも大変

厄介なしかも長時間の調査にご協力いただいた。本学の三

浦徳子さんにはヒアリングのテープ起こしやワープロ事務

の一切をお願いした。ともに記して感謝申し上げる次第で

ある。なお,本報告がこれから本格化しようとしている農

地利用改革を推進する上で多少なりとも参考になれば幸い

である。


