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地域農業支援システムと集落営農組織化
一長野県上伊那地域一

大妻女子大学社会情報学部教授 田代洋一

序 課題と対象

1．課題

前年度の本誌(第38号)の拙稿「地域農業支援

システムの研究一その多様性」で各地の多様な支

援システムを紹介した。そこではくワンフロア化

→地域農業支援センター化〉を一つの姿として想

定したが,支援センターが群生した南予地域の紹

介をみても(1),支援センターを立ちあげたもの

の,どうも独自の任務分担が明確でないものが多

いようである。行政なり農業団体という伝統的な

組織が既に確固として存在し,かつ地域農政がそ

のラインにそっておろされてくるなかで,よほど

の権限とイニシアティブがない限り,既存組織の

間にくる組織が独自性を発揮することは難しい。

その意味では前編が想定した「地域農業支援ニセン

ター」という新しい組織を作るより,「ワンフロ

ア化」にとどめて期の熟すのを待つ方が得策か

も知れない。

このような状況下で,長野県上伊那地域では

1970年代から地域農業組織化に向けて行政と農協

の協力関係がいろいろな形で追求されてきた。そ

こでは「営農センター」が頂点にたっているが,

センター自体は行政に所属しつつ,実態は農協ス

タッフの現役・OBが支え,ことさらにワンフロ

ア化や支援センターを名乗るわけではないが,実

績をあげている。そこで本号ではその実態と(Ⅰ),

その成果でもある上伊那の集落営農について紹介

していきたい(Ⅱ)。

2.振興から支援へ

支援システムに関して一つの論点を補足してお

きたい。それは「振興」と「支援」の関係である。

従来,行政用語としては「振興」が多用されてき

た。前号で紹介した市町村農業公社も「振興公社」

と名乗るのが多かった。しかし21世紀に入り「支

援」が増えてきた。前述のように「地域農業支援

センター」もその一つである。振興と支援はどこ

が違うのか。

「振興」は行政等が主導権をとつてプロモート

(promote)するというニュアンスが強い。それ

に対して最近に至り「支援」(enable)が多用さ

れるようになった背景には福祉等における「支援

国家論」(カリフォルニア大学のネイル・ギルバー

ト教授)の影響がある。1970年代までの福祉国家

においては国家が積極的に福祉の政策・措置を行

う。主導権は国家にあり,「大きな政府」にあつ

た。しかるに1970年代以降の低成長期,なかんず

く1990年代以降の冷戦体制崩壊・グローバリゼー

ション期にあっては,経済の主導権が国家から企

業へ,政策から市場にシフトし,国家は「私的責

任に対する公共の支援」にとどまるようになった。

これが「支援国家」である(2)。

ここには二つの側面がある。一つはこのギル

バートの文脈である。すなわち本来なら公共性国

家が固有に担うべき任務なのに,それを市場や企

業に任せ,国家は「支援」に回るという新自由主

義的な「小さな政府」論にたつものである。ギル

バートはそのような動きを「公共責任の暗黙の放

棄」と批判的にみている。

二つは,本来なら地域なり経済主体が自ら主体

的に担い追求すべき分野についてまで,中央集権

的国家がパターナリスティックな干渉政策を行

い,地域や経済主体の自主性を奪いスポイルして

しまうことに対する批判である。そこでは国家や
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行政が「振興してあげる」のではなく,地域や経

済主体の主体的な動きを「支援」する側に回るべ

きという考えである。補助金から交付金への動き

もその一環であろう。

地域農業の担い手の育成等はまさに後者の分野

に属する。国が一律に基準を定めてそれに合致す

る者のみを「担い手」として特定するのではなく,

誰がどのような形で地域農業の将来を担うのかを

地域自らが考え,そして育てていくことが必要で

ある。

ワンフロア化や地域農業支援センター化も国の

農政の受け皿づくりとして取り組まれた面がなき

にしもあらずだろうが,その根底には振興から支

援へのシフトがあるとみるべきだろう。

3.長野県の農業構造

長野県は農業構造の点でいくつかの特徴をも

つ。
第一はその世帯構造である。図表1にみるよう

に,長野県は三世代世帯の割合は西日本並みに低

く,「いえ」の崩壊が進んでいるが,他方で一世

代世帯の割合は東日本よりはかなり高いものの,

中四国以西に比べればまだ低い。特徴的なのは二

世代世帯の割合が沖縄とならび全国トップである

点である。つまり「いえ」は崩れつつあるが,ま

だ一世代世帯化はせずかろうじて二世代世帯にと

どまっているのが特徴である。二世代世帯は夫婦

と未婚の子供という若い世代と,親と世帯主夫婦

という高年齢世帯に分かれるが,恐らく後者だと

推測される。農家人口に占める65歳以上の割合は

全国28%に対して長野県は30%と大差ないが,基

幹的農業従事者に占める65歳以上の割合は全国

57%に対して長野県は64%とやや高くなり,西日

本的な水準である。

第二に,主副業別をみると(2005年),主業

11%(都府県平均14%),準主業14%(16%),副

業的34%(39%),自給的41%(32%)となる。

自給的農家の割合が都府県平均に対して11ポイン

ト差となるのが特徴である。

他方で長野県の認定農業者の構成をみると

図表1農家世代の世代構成別割合

(2005年),果樹24%,野菜23%,工芸10%,花卉

9%,畜産7%で,稲作・雑穀の土地利用型は

16%,複合その他10%を含めても1/4に過ぎな

い。長野県は販売額全国1位の作目が100品目以

上あるとされるが,それだけ多様な集約的作目の

展開をみているといえる。

要するに,一方で自給的農家が堆積するが,他

方で「担い手」農家は集約作に集中し,土地利用

型農業の担い手に乏しい。これは恐らく県内地域

差を伴っているだろう。零細農家と農村工業化の

著しい南信・伊那地域はとくに自給的農家が多い

と思われる。

第三に,販売農家に占める外部依存等農家の割

合をみると図表2の如くである。いずれをとって

みても長野県の割合は全国平均より高いが,その

なかで作業委託農家の割合が相対的に高い。他方

で生産組織への参加農家の割合は全国平均と大差

ない。先の第一,第二の特徴と重ね合わせると,

二世代世帯にかろうじて留まっているが故に,高

齢化しても機械作業委託で何とか「自家農業」を

維持しているし,農地を貸そうとしても専業的農

家は集約作に忙しく,受け手農家に乏しいと思わ

れる。

前述のように長野県は参加農家率の点からみる

と生産組織の存在が全国以上に大きいわけではな
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図表2販売農家(経営耕地のある農家)に占める貸付農家等の割合一2000一

い。しかしその内訳を図表3にみると,作業受託

組織が多い。これは長野県に限らず集落営農と

いっても特定農業団体や法人に成長したものはま

だ少ないというだけのことかも知れないが,図表

2の延長でみれば,これまた作業受委託が多いと

もいえる。

長野県は常識的には東日本に属するが,農家構

成の点では明らかに西日本的な特徴を示してお

り,しかしながら完全に西日本化はしておらず,

二世代世帯と作業委託の多さをもつて特徴づけら

れる。このような地域にあっては,地域に残され

た細切れ的な労働力を掻き集めてでも何とか地

域・協業の力で「自作農」の形を維持したいとい

う意向は強いと思われる。図表3の数字を多いと

見るか,少ないと見るかは見解が分かれるだろう

が,長野県の集落営農の展開の背景にはおよそこ

のような事情がある。

1.上伊那地域における地域農業支援システム

1.上伊那地域と上伊那農協―郡の復活-

旧上伊那郡にあたる同地域は天龍川の河岸段

丘と山向こうの東部中山間地域からなる。農地

13,300haの内訳は水田66%,畑34%で,一戸当た

り経営面積は96aで県平均の90aを少し上回る。耕

作放棄地率は9%で県平均の17.5%よりはかな

り低い。農業産出額の構成は水稲30%(県平均

20%),畜産15%(12%),花卉12%(7%)等が

県平均より高く,野菜23%(22%)はほぼ同じ,

果樹8%(19%),きのこ9%(12%)が平均よ

り低い。相対的には水田耕作のウエイトの高い地

域だと言える。

ヒアリングによると同地域は「一体で動く」傾

向が強いといわれる。その証拠(条件)として税

務署も警察署も上伊那郡単位ということである。

地域水田農業推進協議会も上伊那地域で一本化

されており,加工米について「上伊那とも補償」

を行っている(担い手育成総合支援協議会は自治

体単位である)。また上伊那情報センターが市町

村の広域連合として電算処理を行っている。

さらに上伊那農政対策委員会なるものがある。

農協の説明では,農協はメンバーには入っておら

ず自治体主体だが,実際は農協が担っているとい

う。規約によると「農業政策に関する諸要求実現

のための運動結集を中心に地域連帯など視野の広

い活動による農業,農村社会の健全なる発展を期

する」とあるから農政団体だといえる。上部団体

としてはJA長野県農政対策会議が位置付けられ

て,下部組織としては地区農政対策協議会があり,

これまた農協支所単位である。委員長に農協組合

長,副委員長に農協専務議会代表,農業委員会

協議会長,農家組合代表がなっている。

このような旧郡単位のまとまりには,農協が

合併して郡単位の上伊那農協となった点が大き

い。正組合員17,192名,准組合員5,111名,併せて

2万2千人を擁する農協で,県下の農協では正組

合員数は2位,販売額161億円で6位,営農技術

員81名で3位,事業総利益はトップであり,特徴

的な農協が多い県下でも有数の農協といえる。同

農協は広域合併に伴い2005年までは本所集中の事

業方式をとったが,それがうまくいかず,地域重

視型に切り替えたという。現在16支所がおかれ,

うち辰野・箕輪・駒ヶ根・東部(高遠など)が基
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図表3長野県の集落営農組織()内は1組織当たり数

幹支所となっている(伊那地区は本所が基幹支所

を兼ねる)。自治体レベルで基幹支所がないのは

南箕輪村・中川村・宮田村等である。そして支所

は金融・共済・営農・組合員の4課体制をとり,

その他の業務は本所直轄とされている。支所は決

済機能をもち,なかでも営農課がおかれ,「営農

技術員」はこの支所に分散配置される。この点が

後の支援システムにとっても決定的である。そし

て自治体対応にはこの支所があたつている。

農協についての特記事項は「株式会社JA菜園」

の設立である。これは水田農業については手厚い

対策があるし組織もできあがっているが,畑作に

ついては何もないということで,「伊那西部地区

等上伊那の広大な畑作地帯の農業振興の一助と

するため,野菜のJA出資法人を設立」というも

ので,伊那西部3300haの畑を対象に考えている。

畑は一戸当たり面積も大きく管理が難しく,昔は

畜産が盛んで飼料作の利用されたが,それが不調

になると土地利用に困り,かつ工業団地がそうい

う畑地帯を狙うと言うことで,新規作目の導入モ

デルをめざしたものである。水田地帯でも集落営

農が盛んになると働き手のある農家は「何かやろ

うじゃないか」と畑作・野菜に目を向けることに

なる。

2008年に2,010万円のうち農協が2,000万円を出

資して設立。株式会社形態の農業生産法人で伊那

市の認定農業者の認定を受ける。西箕輪村に6.7ha

の農地を借地(手続き中を含めれば10ha超にな

る)。農協のほか2名(元農協職員59歳と地権者

58歳)が各5万円つつ出資して構成員になり実働

部隊となっている。パート8名の雇用のほか,農

業インターン生1名(北海道で普及センター職員

をやっていた30代で妻の実家がこちら。農業イン

ターン研修生は農協の制度で現在は6名)が従事

している。作付けは白ネギ,アスパラ,ブロッコ

リー,トマト,ビート等であり,3～4年の赤字

は覚悟である。

農協はJA出資法人にも取り組んでいるが,こ

のJA菜園を除いて出資は20%未満あるいは50万

円以下にとどめている。農協の連結決算にならな

いようにすること,口出しはせず運営は任せるが,

農協離れは困るという立場だ。

関連して農協は資材の大口利用には割引を行っ

ている。10万円以上で0.5%から210万円以上の

5%まで9ランクある。今のところ大きな経営

の農協離れはないという。

2.宮田村方式

このような地域農政における「郡の復活」は21

世紀の動きであって,それまでは自治体ごとに地

域農業組織化に向けてのユニークが取り組みが

あった。その初めが宮田村である。

その前に1980年代に長野県では集落営農実践組

合(集落農場)づくりが国のソフト事業により取

り組まれた。今日ではそれ自体は他の動きに飲み

込まれたが,後にみるように今日の集落営農の取

組みの一つの素地になつている。

宮田村は1971年から全村を対象とする県営圃場

整備事業に取り組み,それを受けて1974年に村農

業振興条例を定めた。農場(耕作組合,生産者団

体)参加農家の規模拡大や企業的経営の育成措置

を講じるとして,生産団地の創設,農用地の流動

化の促進,機械施設の高度利用等が掲げられてい

る(3)。

具体的には「農業生産集落経営方式」による「集

団耕作組合」の設立である。これは折からの農村

工業化を受けて専兼分化を促進し,専業農家は稲

作の省力化による集約作の導入,兼業農家は作業・
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経営委託による勤務専業化をめざす。そのため,

農協による農地賃貸借の斡旋を行う。当時は農地

法に抵触するということで「申し合わせ」という

名目で,農協が農家から農地を借りて集団耕作組

合等に貸すというものである。貸借の条件は相対

で決めるが農協が間に入ることで一種の保証機能

を果たそうと言うことで,1980年からの農用地利

用増進事業(85年からの利用増進法)の先取り的

な動きである。

その後,転作強化に伴い,1978年からは独自の

共助制度がはじめられる。転作奨励金と農家から

の共助拠出金と合わせて委託者には稲作所得の8

割補償,受託者や自作転作者にも一律補償(自作

転作者の取り分=委託者取り分+受託者取り分)

をするというものである。そのため1981年から村

の農地利用委員会が転作奨励金を一括受領するこ

とを始めた。さらに転作団地を作り,貸し手の受

け取り地代は作目にかかわらず一律,借り手の支

払い地代は作目ごとに定める方式をとった。

つまり言ってみれば,借り手の作目にかかわら

ず受け取り地代は一定というのは一種の所有と経

営の分離方式だが,貸し手はそれなりの地代が保

証されることになる。この方式を長年続けてきた

が「上野から」組織作りに力を注いできたため

に,『誰も進んで編を起こそうとしなくなる状況』

・が生まれ,結局,『宮田方式』は高齢農家と兼

業農家の救済策としての意味合いが強くなつてし

まった」(4)とされている。

今日,宮田村の経営所得安定対策への対応は1

村1農場「宮田村営農組合」(農作業受託組織に

分類される)方式になつた。

この宮田村方式は引用したような評価もある

が,要するに所有権で隔てられた農業経営を所有

権にかかわらずに組織化しようとする目論見であ

り,それを全村あげて行ったものといえる。

3.飯島町方式

宮田村方式が停滞を生むなかで1990年代以降の

新しい時代のモデルを構築したのが飯島町の営農

センター方式であり,この方式が駒ヶ根市,箕輪
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村,伊那市と上伊那の全域に拡がっていった。

飯島町の取り組みについては各方面で取り上げ

られているが,町作成のパワーポイント,「金子

勝の食から立て直す旅』が分かりやすいのでヒ

アリングとともに利用させていただく。

きっかけは1985年の農業委員会の「飯島町農業

振興センター」設立の建議だった。「全農業者の

参加により,個別経営では解決できない課題に対

応し,長期的展望に立った農業・農村の活性化を

進めるため,農業者・町・JA・農業委員会・普

及センター等による農業振興センターの設立」と

いうのがその趣旨である。それに基づいて七カ月

の検討がなされたが,そのポイントは「①全ての

農業者の参加,②行政・農協・関係機関の連携

③個人経営では解決できない課題の解決」である。

後述するように宮田村方式との違い(反省)は

①にある。「行政やJAが仕組みを上から整え,農

家はあとから従うだけになると,農家が力強い担

い手に育たないのだ」という認識から,「組織作

りの段階から農家自身が主体的にかかわるように

心がけた」(5)。②はいわゆるワンフロア化だが,

当時はまだワンフロア化という言葉は使われてい

なかった。前稿でもみたように当時の関係機関の

糾合は市町村農業公社方式だった。しかし公社方

式には①を欠くという難点があった。農業公社方

式を検討したか否かは定かではないが,飯島町の

めざすものとは少し違っていたのかも知れない。

③は個別経営では解決できない課題となると何ら

かの協同・協業方式が見通されていたといえよう。

もう一つの特徴は,農業委員会→町への建議に

みられるように,「行政が責任をもって取り組む」

という強い意識である。だからといって農協排除

ではない。その点は後述する。

86年9月に立ちあげられた「営農センター」は,

全農家(1,270戸)参加型,機能は企画・調整・合意

農村の維持継承である。つまり実践・手足ではな

く企画・頭脳の機能である。その組織図を引用す

ると図表4になる。

農業者の全員参加ということから,当初は素の

組織化として集落単位の集落営農組合の設立が追
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図表4飯島町営農センターの機構

求され,87年度内に全36集落で立ちあげられ,機

械の共同利用,農地流動化の促進・調整余剰労

力での花卉とキノコと果物の基づくりがめざされ

た。「集落リーダーはいなかったが,センター委

員と幹事が営農センターの計画の懇談を理解が得

られるまで重ね,約半年で全集落に営農組合を設

立」とパワーポイントにある。

しかしほどなく集落は取り組み単位として狭す

ぎることが意識されるようになった。規模が小さ

くコストダウンが進まない,出入り作が多く土地

利用調整が集落内で完結しないというわけであ

る。そこで1989年なかばまでに4つの地区営農組

合への統合がなされた。地区の範囲は藩政村に

あたる。飯島町の村は明治に入りめまぐるしく離

合集散を繰り返したが,明治22年に飯島・田切・

本郷の三か村が合併,次いで明治31年に七久保村

と合併して今日の飯島町ができた。だから地区は

藩政村,飯島町は明治合併村にあたる。藩政村が

現代における何らかの地域単位になるのはそう一

般的なことではないが,飯島町の場合は,昭和合

併がなかったことが,藩政村・明治合併村の二層

構造を残すことになったといえよう。

この地区営農組合が実践単位になるわけだが,

その組織・運営を引用したのが図表5である。ポ

イントは営農センターの事務局が町の農業振興課

であるのに対して,地区営農組合のそれは農協の

飯島支所におかれている点である。つまり企画の

とりまとめは行政,実践のとりまとめは農協とい

う責任分担関係が組織的にもはっきりしている。

ここがワンフロア化・地域農業支援センター方式

との相違である。

前述のように当初は集落単位での協業が考えら

れ,集落ごとに機械利用組合(水稲協業組合)が

作られ,構造改善事業で機械等も導入しており,

それが13の協業組合に統合されていたが,地区営

農組合の設立に合わせて協業組合も統合して地区

営農組合の機械利用部となつた。これが集落→藩

政村(大字)への統合の実体部分になる。地区営

農組合への統合の背景には当然ながら協業組合の

オペレーターや地域農業の担い手の確保の狙いも
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図表5営農センターと地区営農センターの関係

あっただろう。

さて営農センターは設立時から農業農村活性化

計画として「地域複合営農への道」を策定してき

た。ここで「地域」とは集落から「旧村単位の広

いエリア」に読みかえられ,「複合」とは,個人

経営と組織営農,専業農家と兼業農家の複合,作

目の複合(花とキノコと果物の基づくり),機械・

施設の複合,土地の複合,集落の複合,世代間の

複合,地域社会の複合と定義されている。このな

かで「集落の複合」は旧村単位のまとまり,「土

地の複合」とは農用地利用調整システムを指すの

だろう。後者の一環として地図情報システムも作

られている。

この「地域複合営農への道」は,国の農政が3

年ぐらいでコロコロ変わるなかで,それに対応し

たバージョンアップをもとめられ,2000年頃から

はパートⅢの検討が始まった。2年後に地域マ

ネージャーとして農協の営農部長を定年退職した

K氏が招かれ,その責任者になった。改訂にあたっ

ては農家アンケートが実施されたが,その結果は,

①農地は自分で管理するのが63%,縮小するのが

32%,うち離農が全体の11%,②後継者が農業を

継ぐというのは25%,③農業ができなくなった時

は営農組合に委託が72%,認定農業者に委託が

23%,④地区営農組合の担い手法人の育成が必要

は92.5%,必要なしが7.5%と出た。要するに出し

手はたくさんいるが受け手がつかえているので,

地域の面倒をみてくれる,担い手としての法人を

作るという「次の段階へ進むべき」ということに

なった。

2004年に「地域複合経営の道」のパートⅢを策

定した頃は米政策改革は念頭にあったが,経営所

得安定対策は視野になかった。そこで同対策が打

ち出された時は,ナラシ対策は2010年から取り組

む予定でいたが,米価下落を受けて法人を設立し

て2008年から取り組むことにした。

各地区にはそれぞれ1～2の法人組織が既にあ

るが,きのこ・花卉栽培や都市農村交流の拠点施

設等なので,前述の地区営農組合の機械利用部が

核となつて法人が立ちあげられた。法人の概要は

図表6の通りである。

法人の実態は後述することにして(Ⅱ),その

共通する仕組みを引用すると図表7の通りであ

る。二つだけコメントすると,第一は集落・地区
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図表6飯島町の集落営農法人-2008年一

図表7地区営農組合と法人関係
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営農組合・法人の関係である。ここでは現れてい

ないが集落・地区営農組合の関係は,前者が後者

に統合されたわけだが,全戸参加の意識の背後に

は集落がある。現在では集落は地区営農組合の委

員の選出母体でしかないが,農協の農家組合(長)

等も残っている。

次に地区と法人との関係は独特である。すなわ

ち法人化に際しては最低300万円の出資金を募る

が,その半分は地区営農組合が負担するというも

のである。地区営農組合→「持株会」化であるが,

任意組織の名で株は所有できないので,地区営農

組合の代表者名義になっている。このような形で

法人が地域から離れないようにがっちりと紐を付

けるわけで,逆にいえば法人は純粋な法人ではな

く「地域に埋め込まれた法人」なのである。持株

会については株式会社化したいいじま農産は個人

化し,本郷農産も株式会社への移行をめざしてい

るが,水緑里七久保と田切農産はそこまでいって

いない。

第二は,図表の最下段にみられる「共益作業料」

についてである。これは「地主が貸付農地の畦畔

管理(草刈)等を自ら担うことにより,借り手農

業者の育成と営農を支援する」という趣旨で,貸

し手が草刈り作業を行う場合は「通常の地代(標

準)に草刈り作業分を上乗せした共益地代を受け

取る」(『地域複合経営への道Ⅲ』44頁)。その実

態はⅡで述べることにする。

こうして飯島町の体制の骨格はできあがった。

そのうえで同町がめざしているのは,「1000ヘク

タール自然共生農場づくり」であるが,本稿のテー

マからは外れるので,詳しくは「飯島町1,000ヘ

クタール自然共生農業基本計画書』(2007年)を

参照されたい。

4.駒ヶ根市・伊那市のとりくみ

(1)駒ヶ根市の取り組み

前述のようにこの飯島町方式(農業者参加の営

農センター・地区営農組合方式)はその後,上伊

那全域に波及していつた。そのうち大所の両市に

ついて簡単にみておく。
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駒ヶ根市では1990年に市農業のコントロールセ

ンターとして営農センターを設立した。端的に

言って飯島町方式の導入だが,飯島町とは地域差

がある。まず機構図を引用すると図表8の通りで

ある。これに基づいて簡単に説明していく(6)。

①まず図の最上段にみられるように「市営農セ

ンター」は今日の国の農政上のあらゆる協議会等

組織を兼ねている。農政関係だけでも国が地方に

これだけの似たような組織を作らせること自体の

異常さが目に付くが,地方はしたたかに「中央分

権地方集権」で一本化している。この辺にもワン

フロア化の必要性が見え隠れする。

②図の左横の方であらゆる地域の組織が運営委

員会に参加していることが分かるが,注目される

のは,地区営農組合,集落営農組合,組織経営体,

農政組合,青年・女性組織,認定農業者,消費者・

実需者代表等の農業者・市民代表が64名で委員の

8割を占めている点である。

③さすがに総勢81名の運営委員会は総会のよう

なもので年1回だが,図の真ん中に実際の立案・

実施組織が書かれている。一つは地域営農推進指

導員3名で,農協OB(58歳)が市の嘱託の形で

企画立案にあたっている。幹事会は月一回開かれ,

その専任事務局会議がワンフロア化の核をなす。

事務局は農協の営農課考査役2名,市の農林課農

政係2名(他に会計担当2名)で構成され,事務

局長・次長計4名(市2名,農協1名,普及セン

ター1名)が加わる。そして幹事会35名が認定農

業者支援(6班),地区営農組合支援(6班),集

落営農組織支援(11名)に分かれて実働部隊とし

て活動する。

④地区営農組合が5つ作られている。飯島町と

同じく,当初は集落ごとに営農組合を作ろうとし

たが対応できず,より広域の地区営農組合になっ

たという話である。地区営農組合のうち,下平,

中沢,東伊那は明治合併村,それに対して上在,

下在は旧駒ヶ根市を国道の上下で地理的にわけた

ものである。従って基本的には明治合併村単位だ

と言える。それが藩政村単位の飯島町とは異なる

点である。
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図表8駒ヶ根市営農センター機構図
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地区営農組合は一律ではなく地区ごとの取り組

み計画をもつている。すなわち集落営農やその法

人化が共通課題だが,高原農産物直売所の販売促

進農業地区・非農業地区の棲み分けによる優良

農地の保全,中山間地域直接支払いの共同取組事

業の計画(鳥獣害対策など)が掲げられている。

⑤次いで地区営農組合ごとに集落営農(法人組

織)を立ちあげようとしたら,今度はそれは果た

せず集落単位のそれになったという(図の集落型

経営体で,これが生産調整や経理一元化の単位に

なっている)。この点も藩政村単位に協業体が設

立された飯島町とは異なる。

その結果,地区営農組合は中二階的な位置にな

るが,協業組織が集落単位であるのに対して,地

域農業支援,土地利用調整の単位がこの旧村ごと

の組織になるのであろう。

駒ヶ根市では,農家が忙しいなかで農用地利用

改善団体・特定農業団体等の説明まではなかなか

できない,メリットも明確でないとしているが,

飯島町と同じく二階建て方式による法人化をめざ

している。いまのところ法人化したのはⅡで述べ

る「北の原」にとどまり,その他の集落型経営体

は農作業受託組織に留まっている。

(2)伊那市の取り組み

伊那市も駒ヶ根市の2年遅れで伊那市農業振興

センターをたちあげた。地区農業振興センター,

集落農業振興センターと三階建ての組織構造も同

じである。動機としては先行事例があることに加

えて,地域農政では聞く人は一人なのにしゃべる

人は5～10人もいる状況であり,指導機関が統
一の言い回し,同じ言葉でしゃべれるようにする

必要があるということだった。振興センターは市

の組織として作られ,事務局長と臨時職員1名が

専従である。前者は元農協の営農部長である。

振興センターの役割としては行政の守備範囲以

外は何でもやるということであり,行政と農業団

体でとりくむべきことは振興センターで協議す

る。市センターの運営委員会は,担い手育成総合

支援協議会,水田農業推進協議会,農業経営基盤
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強化促進委員会,農業経営改善センター,伊那市

経営・生産対策推進会議を兼ねている。農地の利

用調整委員会も兼ねており,利用権は白紙委任が

多く,農協の営農課長が中心に動き,農協の農地

保有合理化事業にのせている。

市センターの実行部隊としては,ここでも地区

農業振興センターが位置付けられる。地区セン

ターは農協支所単位に置かれ,農協支所の営農課

長と農林振興課の地区担当が中心になる。またセ

ンターには市単事業でアドバイザー3名が置かれ

るが,年齢は63～66歳,元農協の営農関係と金

融関係の職員である。彼らは地区からの要請で動

く。

このように実態は農協主体とも言えるが,その

理由は農協サイドからすれば,行政は国県との連

絡が主たる仕事で,農業の専門家はいない,真の

農業振興は農協がやるしかない,それならば振興

センターでともにやろうという位置づけである。

担い手育成は認定農業者を主体とし,残りを集

落営農が担うという位置づけだが,面積的にはと

くに水田では集落営農が主体になる。集落営農と

しては後述する「田原」が設立された。市として

は特定農業団体はあまり推奨しないが,アドバイ

ザーの努力もあって二つが特定農業団体になっ

た。2007年法人化を目標にがんばってきたが,品

目横断的政策が加速化され手が回りきらず,多く

が作業受託組織に留まっている。上伊那の作業受

託組織としての集落営農37のうち20は伊那市であ

る(駒ヶ根市が10,辰野町が5,宮田村,南箕輪

村が各1)。センターとしては2～3年以内の法

人化をめざしており,当面の焦点は東春近,西春

近村における法人化なので,Ⅱではその二つの

ケースを取り上げる。

5.まとめ

上伊那地域では1970年代から様々な形で地域農

業組織化が追求されてきた。農村工業化の進展が

著しい地域として元もと零細な農家の兼業深化が

著しく,早期に地域農業の担い手を考えなければ

ならなかった地域であり,また畑も多く気候的に
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は何でもできるということで各種の集約作も取り

入れられ,個別の担い手への農地集積というコー

スは描きづらく,そこに何らかの地域農業組織化

が求められる地域だった。

その初発が宮田村だったが,最初の試みとして

上からの組織化になりやすく,小作料にしても受

け取り地代と支払い地代を分離し,作目別地代を

否定するなど経済法則に逆らった組織化もなさ

れ,結果的に地権者に厚い構造が固定化してし

まった。

それに対して1980年代から飯島町をかわぎりに

始まる新たな方式では,①行政主体で企画立案協

議のワンフロア化としての「営農センター」(振

興センター)を立ちあげる。センターは指導機関

のみでなく地域農業者等の幅広い関係者を構成メ

ンバーとする。いわば政策対象としての農業者か

ら政策参画主体としての農業者への転換である。

冒頭で「振興」か「支援」かの議論をしたが,そ

れは決して言葉遊びではなく,対象としての振興

から,ともに育つ支援への転換である。センター

化は行政が音頭をとり農協を捲き込むが形をとる

が,実態は農協主体で動いている。

②行政単位のセンター化だけでなく,実行部隊

としての「地区センター」を設立したのも新しい

方式である。問題は「地区」の取り方で,それは

各自治体の歴史的なり立ちや実情に応じて,飯島

町は藩政村,駒ヶ根市は明治合併村,伊那市は農

協支所が選択された。いずれにしても行政と農協

というトップの連携だけでなく,農協支所等の単

位における実行部隊の組織化が要である。

飯島町に明確だが,営農センターは役場内にお

かれ農業振興課が主体だが,地区営農センターは

農協支所に置かれ,活動も農協主体である。地域

に足場がない行政が農協を手足として活用してい

るともいえるし,行政は名をとり農協は実をとっ

たともいえる。要するに単純な横並びの「ワンフ

ロア化」ではなく,そういう立体的な分業関係の

構築である。よく集落営農で農用地利用改善団体

と集落営農の「二階建て」方式がいわれるが,こ

こでは営農センター=行政=2階に対して地区営

農センター=農協=1階という意味での二階建て

方式,横の連携関係(ワンフロア化)だけでなく

縦のそれでもあるのである。

上伊那では市町村合併は少なかったが,合併市

町等には応用できる考えともいえる。

③さらに集落にもセンターの組織が置かれる

が,集落が果たす役割は区々である。また集落営

農の組織単位も集落が多いが,藩政村(大字)や

自治体一本もある。

このような展開を可能にした条件として,第一

に,上伊那地域は今回の平成合併において伊那市

が高遠町,長谷村と合併したのを除けば,合併は

行われておらず,「村」も残っている。このよう

な条件はそれぞれの地域の実情に応じて地域農政

を追求する上でプラスに作用したといえよう。第

二に,合併はしないが上伊那地域としての一体性

は強い。合併しなかつたのは農村工業化等で財政

事情に多少ともゆとりがあった点もあろうが,こ

のような旧郡としての一体性があり,特段に合併

の必要等を感じなかった点もあろう。第三に,前

述のように農協の果たす役割が大きい。農協は上

伊那郡で合併したが,当初の統合方式を修正し,

支所単位に分権化を図り,支所には本所等で鍛え

られた問題意識の高い営農課長が配置され,地区

センターの要になった。また農協OBが様々な名

目でセンター等の組織の要所に入り込み,農協の

考える営農方向を継続追求することに貢献した。

前稿でみてきた多くの地域のワンフロア化,地

域農業支援センター化が自治体規模一本で設立さ

れるのに対して,上伊那ではさらにその下に歴史

的に形成されてきた,藩政村,明治合併村,農協

支所等を範域とする「地区センター」を設けて,

行政単位のように広すぎもせず,農業集落単位の

ように狭すぎもせずの対応をとったのが特徴だと

言えよう。

次項では,以上の地域農業支援システムの下で

の集落営農組織の具体的展開をみていく。そこに

は様々なタイプが見られるが,概ね組織熟度と地

域性を重ね合わせて,箕輪町伊那市,駒ヶ根市,

飯島町の順にみていくことにする。
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Ⅱ.上伊那地域の集落営農組織

1.箕輪町―農事組合法人「みのわ農産」

箕輪町では地域農業支援システムと集落営農組

織化が平行して追求され,結果として県内初の1

町1農場方式になった。

(1)全町規模の「集落営農」へ

同町は上伊那地域の北部に属し,農家の平均経

営面積は58a,米販売農家の1戸当たり面積は40a

であり,1戸当たり10俵も出荷すればよい方とい

う超零細地帯である。他方で工業出荷額は2005年

で1,643億円,うち電子が52%,機械16%,精密

機械14%という構成で,製造業従事者は2006年で

5,881人,外国人登録も07年1,521人を数えるとい

う工業集積の極めて高い町である。

町では飯島町にならって1998年に箕輪町営農セ

ンターを立ちあげている。組織構成はⅠでみてき

た各地域と変わらず,町営農センターの下に5つ

の「地域営農組合」を組織している。5つは,旧

中箕輪村が南部・中部・北部の3つ,それに箕輪

町と東箕輪村が各1つで,概ね地域割りのようで

ある。

同町の取り組みは,国の農政が担い手を絞り込

むなかでの対応をどうするかということで始まっ

た。営農センターの幹事会(町産業振興課農協

箕輪町支所,普及センター,農業共済組合)で話

し合い,個別の担い手というより任意ないしは法

人の組織化しかないということになった。任意組

織の場合は,農地の2/3の集積は難しく,また

どうせ5年後には法人化を義務づけられているの

で,幹事会としてははじめから法人で行く方が「利

口だ」という結論に傾いたが,農家の意見を聞く

必要があるとして,2005年末に集落の営農に関す

るアンケート調査を実施した。

アンケートは水稲作付農家2,500戸に対して回

答は1,600戸だった。主な項目をみると,回答者

の年齢は60歳以上が2/3,経営面積は60a以下

が71%,100a以上は3.8%,農業後継者がいるの

が46%(正確には農家後継者だろう),規模縮小

15%,離農9%の計24%といった状況である。集
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落営農の取組みが必要とするのが58%,不必要

が32%,集落営農が必要な理由は,高齢化37%,

農地荒廃27%,後継者欠如18%,機械投資負担

17%,集落営農は必要でない理由は生き甲斐

39%,自己完結19%,後継者がいる15%,わずら

わしい12%,集落営農に期待するのは農地の守り

手34%,労力軽減25%,低コスト化21%である。

集落営農に関する不安としては自分の農地が管理

できない22%,作業が雑になる21%,適期作業が

できない18%,収入減10%,水稲品種を選択でき

ない10%である。

幹事会では,このアンケート結果をみて,半分

以上が集落営農を必要としていることから進めて

可と判断された。次に集落営農の形態としては1

人1票制の農事組合法人がよいということになっ

た。このような骨格を17カ所の集落営農懇談会で

説明した。多く出た反応は「赤字が出たらどうす

るか」だったが,結論的には「そうはいっても集

団でやらないとだめかな」ということだった。

次いで発起人会を発足させるということで地域

営農組合に推薦を依頼した。各地区2～3人を想

定していたが,「何人でもいい」と言った結果,

51人が推薦されてきた。これでは実質協議になら

ないということで役員会を8名で構成して具体案

を検討した。8名は地区営農組合長5名,農協地

区代表,農業委員会会長,集落リーダー(国の補

助事業で雇用した農協中央会OBの地元の人)で

ある。

役員会・発起人会での議論は,当初は先の5つ

の地域営農組合を母体に法人化を図る案だつた。

地域営農組合の下には7つの協業組合もあり,機

械も所有していた。しかし国の要件に合うように

経理をするのはかなり煩雑で誰がそれを担当する

のかとなると5名を見つけるのは困難だった。箕

輪町はすり鉢状の地形になっていて奥の深い中山

間地域もないので全町一本でできるのではない

か,全町一本の法人化を起爆剤として地区が独立

したければのれん分けすればよいと言う案に落ち

ついた。

そこで2006年10月には集落懇談会を15会場で
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行った。マニュアルを作ってぶれないようにして

発起人に説明してもらおうとおもったが,結局は

職員がマニュアルを読み上げる形をとった。相変

わらず「赤字になったらどうする」の質問には「作

業受委託なので赤字は出ない」と回答しつつ,姿

勢としては「加入を頼み込まない」「納得した人

だけか参加する」という任意性を強調した。

250名の参加を見込んでいたが,ふたを開けた

ら480名の参加になった。入ってもメリットがな

いのではないかという小規模農家も参加してき

た。また10戸ぐらいがあとから参加を申し込み,

同数程度が「めんどうだから」とあとから取りや

めている。発起人が50名もいたのが参加には有利

に働いたとみている。

(2)みのわ農産の仕組み

2006年末に設立総会が開かれ,「みのわ農産」

が設立された。組合員数は597名。総農家数1,855

戸,農協への米出荷農家1,000戸だから,その

半分強が参加したことになる(正確には農家の

24%,米出荷者の46%,10俵以上出荷者の50%)。

認定農業者は2名いるがみのわ農産に参加しつ

つ,経営所得安定対策は個人加入になっている。

出資金は400万円,1a1口400円で集めている。

農協も限度額の50万円を出資している。事務局機

能は営農センターの幹事が担い,会計事務は農協

と水田農業推進協議会に委託する。

法人の主たる業務は「水稲の基幹作業の受託と

米の販売の受託という二つの業務を中心にした家

族的農業経営を補完する組織」なので,農事組合

法人を選択したとしている。

法人が受託した基幹作業を請け負う実働班とし

て7つの作業班(従来の協業コンバイン組合)と

各個人所有コンバインを用いる認定作業班があ

る。基幹3作業を自分で行う農家についてもオペ

レーター登録を勧め,所有する機械は法人が賃借

する。コンバインは作業班で10台,認定作業班で

50台ほどある。各作業班が2～3人のコンバイン

のオペレーターを擁している。

2007年度の実績を刈り取り作業についてみる

と,自己管理64ha,委託管理68ha,組合員外か

らの受託32haである。その他の作業受託は1～

2ha程度である。組合員に対しては作業料金の

割引制度を検討している。

畦畔草刈り,除草,追肥,病害虫駆除水管理

等の肥培管理作業は組合員自らが行い,種苗,肥

料,農薬等の調達・支払いは個々に行う。種苗,

土壌改良材は経理一元化も可としている。

転作は個別に配分され,集団転作等はなされず,

産地づくり交付金は法人が受けてそのまま個別農

家に配分する。

経理は農協に委託し,農協ルールで組合員一人

当たり年間200円が徴収される。

08年7月の組合資料では,反収10俵,1俵

14,000円で試算した分配清算金を示しているが,

それによると,全作業を自分で行う農家は10a133

千円,収穫作業のみ委託農家は95千円,基幹3作

業委託者は65千円としている。07年の収支は未処

分利益金2,900万円で,法定準備金300万円,基盤

強化準備金550万円,従事分量配当2,200万円に使

い,155万円の赤を計上している。

以上を要するにみのわ農産とは,全町規模での

コンバイン作業受託組織プラス稲作経理一元化組

織といえる。受託コンバイン作業も作業班や個別

農家に再委託されるので,ギリギリ残るのは後者

の機能であり,その意味では経営所得安定対策の

ための対策といえる。

幹事会としては,2009年度から利用権設定への

移行,2011年度から作業班をご破算にして適正な

コンバイン台数と作業方法によるやり方に切り替

え,法人の実質化を図りたいとしているが,全町

一本のこの方式でそれが可能かが問われる。

2.伊那市における集落営農の取り組み

(1)西春近村の取り組み一特定農業団体・西

春近営農組合

伊那市での取り組み事例を3つ紹介するが,ま

ず箕輪町と同じく明治合併村規模が一本で取り組

んだ西春近村の事例をとりあげる。

ヒアリングに応じたのはS氏72歳で,農協定年
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後,農協理事(70歳定年),また農協理事として

農業委員も務め,推されて今回の政策対応のま

とめ役になり,現在は営農組合の組合長である。

青年期には農村民主化のなかで青年団,消防団,

フォークダンスなど「張り合いのある」日々を送っ

た。春近は青年団活動で有名な地域でもあった。

本人は高卒後8年間家の農業を手伝ってから農協

に入ったが,その三年後当たりから工場進出がめ

だつようになったという。

西春近村には大字(区,藩政村)が9つ,農業

集落(農家組合)が29ある。圃場整備は70年代な

かばに二次構ですませたが,10a区画が多い。水

田6割,畑作4割の地域で,旧養蚕地帯,畑は現

在は酪農,リンゴ,アスパラガス,ネギ等が栽培

されているが,耕作放棄もでている。

過去の取り組みとしては,二次構がらみの県単

事業等で8つの協業組合ができた。区でもなけれ

ば集落単位でもないどちらかといえば「篤農家」

が中心になったものが多い。ただ小出三区のみは

5戸で共進会なるものを作り協業の実質をもって

いた。ともあれコンバインを軸にした協業(組

織)が今日まで続いている。また1976年には西春

近農協としてカントリーエレベーターを建設して

いる。さらに1980年代に入り生産調整を進めるた

めに9区ごとに実践組合がつくられ若干の補助金

が出た。

このようななかで品目横断的政策が打ち出さ

れ,西春近でも2005年から対応の検討に入った。

S氏は農協理事ということで研究委員会のトップ

をさせられた。一番の争点はどの範域で組織化す

るかである。S氏ら「西春近村」側は「全村は大

変ではないか。最寄りの集落で集まってやつた方

がよくないか。各区で取り組んでくれ」,逆に区

側は「全村でやってくれ」という言い方だつた。

29の集落単位でいう話は初めからなかった。小さ

な単位では不可能だという理由である。結果的に

人材確保が難しいことから全村対応に傾いた。指

導機関は「あるべき」は打ち出さず,質問があれ

ば答えるという対応だった。

西春近には認定農業者が38名いるが,土地利用
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型は7名,残りは花卉等の施設型である。彼らも

協力的で,個人販売している一人を除き土地利用

型は全員が組織に参加した。収入が550万円を上

回る人は品目横断的対策にも個人対応とし,他は

組織を通じての対応となった。

これらを踏まえて2005年にはアンケート調査が

なされた。769戸に配布され回収率は92%だった。

個々の項目は箕輪村と大差ないので,結論部分の

みを示すと,規模については現状維持が65%,縮

小離農が19%といったところである。箕輪町のア

ンケートでは現状維持は60%,縮小離農が24%だ

から,現状維持がやや多いとはいえる。この意向

を尊重した結果は,「法人化ではなく任意組織で

いく」ということだった。なお「営農組合」とい

う名称でいくことだけは検討の早い段階で決まっ

ていた。

こうして2006年10月に特定農業団体としての

西春近営農組合が設立された。構成員は442名に

なった。区はそれぞれ農用地利用改善団体になっ

たがその総勢は800名,農協正組合員は730名,販

売農家は380名だから,農家の6割が参加し,構

成員の14%は自給的農家である。出資金は1戸

1,000円で40～50万円。加入農地は240ha,水稲

160ha,麦・大豆13ha,残り63haはソバや畑など

である。水稲・麦大豆は全て品目横断的対策の対

象になっている。組合が受託した作業は先の協業

組合を営農組合の機械専門部として,そこに再委

託している。オペレーターは全部で25名,80歳か

ら27歳までで60代が中心である。

2007年の損益計算書によれば売上高は1.4億円

に達し,最終的な「協同作業受託配分金」は7,907

万円,10aにして37,000円で「これしか入らぬのか」

という反応もあった。ただしこれには品目横断的

の交付金はまだ計上されておらず,産地づくり交

付金もカウントされていない。後者は直接に農家

受け取りなのかも知れない。

課題は次の三点である。第一は,法人化すると

して,今は役員は年14万円の報酬でやつているが,

法人化してそういうコストもきちんと計上して収

支に責任が持てるのか。第二は,依然として旧村



72

規模の大きな法人でよいのか,区ごとの法人の方

がよくはないか,それならやれるという人もいる,

という当初からの問題第三に,先の240haにも

含まれている地域の畑全体の有効利用である。畑

は勾配がきつく,土も流れてしまい,その有効利

用をどうするか,である。

(2)東春近村の取り組み

東春近村は明治7年の明治合併村である。村史

によるとそれ以前には殿島村,田原村等があつた

というので,後述する田原は農業集落ではなく藩

政村にあたるかも知れない。

東春近村では今回の品目横断絡み以前の2004年

にいち早く農事組合法人・田原が設立されたが,

その他の7集落は2006年に政策絡みで農作業受託

組織(「営農組合」の名称)を作った。西春近村

の明治合併村規模での組織化に対して基本的に集

落単位の組織化になったわけである。以下では田

原を除く組織化の取り組みについて紹介する。

東春近では現在の振興センターの前身としての

東春近地区農業振興推進委員会で地区としての対

応が協議された。2006年2月の臨時総会で基本方

針が確認されている。

①西春近が村一本でいくことも承知した上で,

東春近は集落単位で行く。集落での話し合いで理

解できた者でやっていこう。田原も集落単位で

行っている。「無理した方法での組織設立は,集

落に大きな溝を作りかねず」「集落単位で十分検

討し,内容の周知徹底を図った中で」とりまとめ

る。「個々で導入した機械・会社等退職された方

の経験を資産と考え,大切にし,活用する」。

②認定農業者は個としての経営確立が課題なの

で,それに負担をかけるのは避けて,認定の対象

にならない農業者で生産組合を設立する。いいか

えれば認定農業者は外す(排除とは違う)。

③農業生産組合は2007年産麦に間に合うように

8月を目途に設立する。地目は原則水田とし,施

設・樹園地・固定化されている自家菜園は対象(集

積地)から外す。できる作業は自分で行い,耕作

できなくなった農地は組合のなかでできる人が協

力して耕作する。機械は導入せず,個々の機械

を利用し,できない作業は協業組合に委託する。

今後の個別の機械導入は控える。経理は農協に委

託する。

④任意組織設立3年目(2008年)より法人化を

検討する。任意組合をそのまま法人化することを

基本とするが,適正規模にする必要があり,地区

全体で検討する。法人化しても個々にできる作業

は行い,また法人のなかで認定農業者,法人の専

従者を育てる。

⑤生産調整は今まで通り農家組合長が責任者と

して集落のとりまとめ・調整をする(しかし農家

組合長は一年交替の回り持ちなので実際は地区振

興センター長が仕切る)。

以上からも非常に慎重な姿勢がうかがえるが,

それは東春近村が非常に「団体性の強い」まとま

りある村だからである。ここで「協業組合」が突

然出てくるが,他の地域と同様に二次構を契機に

補助金がらみで作られた組織で,西春近と同じく

ここでも集落基盤のそれは少なく,ほとんどか有

志にによる組織化だつた。営農組合が受託した作

業は主として協業組合に再委託するわけである

が,営農組合はあくまで協業組合とは別個に組織

された。水稲の収穫作業についてみると,自分で

行う者が20～25%で,残りは組合に委託してい

る。

例の如くここでも「法人化に関するアンケート」

が2007年末になされたが(426名配布で回収率

95%)、①法人化は絶対必要40%,加入か否か別

として法人化は必要44%と圧倒的,②法人の規模

は集落単位50%,東春近で3つくらい23%,東春

近で1つ28%で,集落か超集落かは半々に意見が

分かれた。③参加方法は,作業参加39%,自家用

以外の農地を預けたい36%,全て預けたい14%,

オペレーター・経営参加11%である。注目される

のは預けたいが合計50%に達する点で,これでは

法人化するしかないわけである。

ではどの範域で法人化するか。全体については

②の通りだが,集落ごとに見ると,旧上殿島村の

中組渡場,そして原新田の3集落では集落ごと
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は無理が大勢を占めている。そうすると現実的に

は東春近村一本という西春近村方式になるわけで

あるが,今のところは意見は分かれ,踏ん切りが

ついていない。そして東春近村一本化ということ

になると,次にみる田原との関係が問題にならざ

るをえない。

(3)農事組合法人・田原

前述のように田原は藩政村=農業集落のようで

ある。伊那市の最南端,天龍川沿いの河岸段丘に

位置する。段丘の上段はかつての桑畑で現在はア

スパラ生産等を除けば荒れている。段丘の下段が

水田地帯になっているが,昭和20年代に7～8a

区画化されたままである。圃場整備してから組織

化に取り組もうという案もあつたが,「そうした

ら100年かかる」ということで取りやめた。田原

全体で水田が65ha,畑が20haで,畑のうち4割

は前述のように荒れている。総世帯数178戸,う

ち農家が103戸である。

法人化のきっかけは2002年の地域農業構造改善

緊急推進事業のモデル地区なったことであり,そ

の関連でアンケート調査したところ縮小・離農が

35%にのぼり,かつ前述のように畑の耕作放棄も

めだつところから組織化の動きが始まった。検討

の母体は田原集落営農実践委員会(桑畑の荒廃化

対策として1983年に設立,養蚕部会長,農家組合

長,水利組合長,区長等で構成)内の構造改革プ

ロジェクトで,そこで2年間ほどかけて検討され

た。

今回のヒアリング対応はS氏54歳で,法人の理

事3人のうちの一人である(他の理事は組合長70

歳元農協職員,副組合長57歳キノコ農家)。

本人は伊那農協を中途退職して野菜ついで花卉栽

培に取り組む専業農家である。田原の認定農業者

は同法人の他はS氏と副組合長,さらに80歳の4

ha農家の4名である。

法人化のより具体的なきっかけは80枚300aほど

やっていた77～8歳の者が病気で倒れ,借りて

いた田を返し,公民館の真ん前が草ぼうぼうにな

り,受ける組織の必要性を感じたことである。か
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つ若い者は「トラクターを買うよりクラウンを買

いたい」という風潮である。

組織化にあたっては任意組織の選択肢はなかっ

た。任意の方が事務が繁雑法人の方が持ち分,

任務も明確であり,かつ参加者の多くがサラリー

マンで法人にアレルギーがなかった。

法人は56戸,16haで発足した。認定農業者等

に貸している農地はそのままにするようにした。

全戸参加には遠かった。また参加者には自分の全

農地の参加を求めず,自家用に作りたい人は残し

て可とした。実際にも法人に加入しながら自家飯

米は自分で作る者が8割だという。

法人に参加しなかった理由としては,そもそも

事態が理解できない,農地をとられてしまうので

はないかという昔ながらの懸念があげられる。法

人は安易な加入・脱退が繰り返されるのを避ける

ため加入を設立時に限った。そのため一部でも出

しておこうかと言うことで参加者が増えた可能性

はあるという。あとからの加入を認めないという

方針に対する反発もあって入らない農家もいた

が,親父は反対だが,息子の方は自分の代になっ

たら入れてくれという声もあつた。

しかし品目横断的対策が明確化したのに伴い,

今一度門戸開放に踏み切った。それに伴い個人で

やっていてもダメだと判断した農家が25名ほど参

加し,面積も25haに増えた。加入に当たっては,

それまでの機械代が1戸5万円ぐらいになるとい

うことで,1戸5万円の加入金を設定した。

運営についてみると,農地は農協の保有合理化

事業にのって利用権を設定する。他の組織のよう

な地権者戻しはやらない。機械作業等はオペレー

ター20名が担当するが(年齢は60代が多く,S氏

は最年少),認定農業者を除きほんとんどが勤め

人で主として休みの日に対応してもらう。

地権者戻しはしないが,畔草刈りと水管理は地

権者が行った場合,前者に反当6,000円,後者に

水田反当10,400円が支払われる。小作料は10,000

円なので両方を自分でやれば反当26,400円にな

る。法人として経営しているので,法人が指示し

た以外のことはやらないようにしてもらってい
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る。

オペレ一ターの時給は1,200円,役員報酬は年

2～3万円である。

作付けは水稲16.7ha,麦7.1ha,野菜0.9haである。

野菜として白ネギに3年前から取り組むが手が回

らないということで80aから半分に減らしている。

組合長とS氏が基幹的な作業を行っている。

生産調整は農家組合(行政区)単位で取り組み,

農地・水・環境保全事業は東春近村として取り組

んでいる。

2007年の収支をみると,営業損益(農業)では,

売り上げ3,000万円,営業利益△290万円,営業外

損益では,産地づくり交付金347万円,農地流動

化等の助成金197万円,原油高対策等の補助金183

万円,緑ゲタ72万円,共済受取金69万円,とも補

償52万円など併せて収益が926万円で,営業利益

の赤字290万円をゆうにカバーし,特別損失300万

円弱(圧縮損183万円を含む)を差し引いて,当

期未処分利益金340万円を計上するに至っている。

剰余金のうち300万円は農業経営基盤強化準備金

として積み立てられる。2005年度は3,000万円,

06年度は1,600万円の剰余で,「米価が下がっても

300万円の剰余が出る」としている。

今後については,法人にさらに面積が集まると

しても30～35haが法人としても限度ではないか

としている。また前項の東春近全体での法人化に

ついては,当然のことながら,田原としての必要

性は感じていない。自分たちは利用権設定まで踏

み切っているが,他もそうなれば一緒にやれる状

況にもなろうとしている。

西春近,東春近の全体状況をみてきたうえで,

なぜ田原だけが法人化できたのかの疑問が残る。

それについて兼業化だとか客観条件に差はないと

いう。すると残るのは主体的条件である。客観条

件に差はないといっても,オペレーター20名を

ともかく確保しているのは若干の差かも知れな

い。また明治合併村単位ではなく,藩政村ないし

は農業集落というより小さな単位での取り組みが

功を奏した可能性はある。さらにS氏に接してい

て企画・実務能力の高さを感じる。全面積加入を

求めない代わりに利用権設定を求める,ハードル

を高くする代わりに逃げ道も作っておくなどやり

方も周到である。S氏自身がJA中途退職の農業者

だが,そういう農業者を現役の企業人である構成

員が支えている可能性もある。

3.駒ヶ根市における集落営農の取組み一農

事組合法人・北の原

駒ヶ根市においても複数の事例をヒアリングし

たが,ここでは最も完成度の高いとみられる北の

原の事例だけを取り上げ,やや詳述する(7)。

(1)前身としての北の原営農組合

北の原は大字(藩政村)赤津村に属する農業集

落である。赤津村は明治期に上穂村と合併して赤

穂村となり,さらに昭和合併で駒ヶ根市になった。

赤津村には7つの農業集落があり,北の原はその
一つである。北の原は駒ヶ根市の外縁部に当たり,

多くは農振地域に入っているが,一部は市街化調

整区域であり,都市化が進行している。

行政区は町四区と下平区にまたがり,両方で

190戸に及ぶが,うち北の原に農地をもつ地権

者という意味での農家は36戸,その水田面積は

18.8haである。

法人の前身は北の原営農組合であるが,その取

組について前組合長T氏の「みんなで築く活力あ

る農村」(県発行・新農業構造改善事業第3集・

作付栽培協定事例集,法人設立記念祝賀会誌より)

も踏まえながらみていこう。北の原は天竜川の河

岸段丘台にあり,比較的農地としての歴史が浅く,

「地主から借り受け自らの手で開墾開田し次第に

農地を広め農地改革にを経て自作農になって来た

ケースが多いだけお互いに土地所有意識が高い」

地域である。そのことが後に見るように法人の作

業方式に陰影を与えている。なお開田により北の

原の地目は水田に一本化した。

同地区は大田切川を水源としているが,長年

の駒ヶ根市と宮田村の水争い解消のためもあり,

1969年に大田切土地改良区を設立し900haの圃場

整備に取り組むことにした。北の原が属する工区
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40haは,遅れて1978年から着工となり82年に換

地を終えた。はじめの2年間は水稲を休み,牧草

の共同栽培を行ったが,T氏は,それが「北の原

営農組合特有の共同作業形態が生まれていく基盤

と原動力になった」としている。

圃場整備とともに新農構推進のための地区推進

協議会が設立され,そこで平均48aの兼業農家な

ので機械の共同利用による一貫体系を樹立すべ

き,補助事業による機械導入や転作奨励金の最大

化には転作団地化が不可欠だとして営農組合の設

立が結論された。組合は全戸・全面積参加,麦・

大豆・水稲のブロックローテーション,転作は組

合,水稲は個人対応,オペレーター免許は組合負

担で取得等が申し合わされた。こうして1980年に

営農組合が設立された。

水稲は個人対応とされたが,トラクター,田植

機コンバインは個人所有せず,水稲の機械作業

も組合で行い,管理作業が個人対応となった。当

時のオペレーターは10名程度だった。上伊那地域

の他の組織と比べると,このように当初から転作

作業と水稲機械作業の協業に取り組んだことが際

だった特徴であり,その後の組織展開をスムーズ

にさせたといえよう。

転作については小作料は支払わず転作奨励金を

地権者に渡すものとし,収穫物は組合に帰属させ,

機械更新等に当ててきた。営農組合は麦・大豆の

転作に取組み,この間,毎年のように県や国の受
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賞に輝いているが,大豆に連作障害がでるように

なり,また1993年の凶作もあって,94・95年は全

面積に水稲を作付け,その後は麦の採種とソバに

取り組んだ。しかしソバアレルギーの人もいて,

2002年から農協の重点作目であり,かつ機械化も

比較的進んでいる長(白)ネギ栽培に取り組むこ

ととし,組合として機械化等のため1,000万円の

投資を行った(半額程度は補助金)。

(2)農事組合法人の設立

組合のネギの収益も1,000万円近くに伸び,農

協としても2億円を超す作目に成長し,「JA上伊

那のネギ」として全農を通じて全国出荷されるに

至っている。ネギ収入の伸びに伴い農協から税法

上の問題点も指摘されるようになり2001年から法

人化の検討が開始された。2003年から複式簿記を

導入し,05年には見なし法人対策を検討し,06年

には品目横断的経営安定対策の「受け皿としての

必要性も加わり,法人化の必要性がさらに増し」,

9月の法人設立にいたっている。

法人化にあたつては,農事組合法人の形態を

とった。理由は聞き漏らしたが,全戸参加という

組織のあり方からして組合法人が当然ということ

だろう。法人の設立にあたっての出資金は聞き漏

らしたが,前身の営農組合が全戸参加で既に相当

の資産形成,内部留保をしており,改めての金銭

出資の有無は定かでない。なお貸借対照表には資

図表9農事組合法人北の原の組合員構成
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本金325万円が計上されている。一つだけ確かな

のは法人設立に際して農協が50万円の出資をし,

組合員になっている点である。このことについて

法人サイドは,資産のないところは出資は有り難

いだろうが…としている。つまり農協側からの出

資といえる。

組合員の内訳は図表9の通りである。72名の組

合員は倍になるわけだが,それは男性世帯主の配

偶者や後継者等も組合員にしているからであり,

その点が同法人を極めてユニークなものにしてい

る。

また図表9で恒常的に作業に出るのは21戸とさ

れているが,残りの15戸は段丘の下の下平地区に

居住し,段丘上の北の原に農地をもつ者が主であ

る。下平地区は天竜川の氾濫に備えて段丘上の北

の原地籍にも農地をもつ農家が現れるようにな

り,また分家は段丘上の農地を分与されることが

多いようだが,それらの農地は併せて3ha程度

である。

法人の内部組織としては,女性部,青年部,稲

作部,麦作部,ネギ部,機械部があり,役職とし

ては組合長,副組合長(転作部長兼務),推進員

2名(1名はネギ部長兼務)がいるが,役員報酬

はゼロである。理事9名には青年部,女性部代表

が加わる。

ここで現組合長について紹介しておくと,O氏

67歳で,中部電力を定年退職48～65歳にかけ

て当初は労組関係もあり議員を務めた。営農組合

時代からかかわっており,一時は水稲3haを作

り,その後はハウスで野菜栽培に取組み,集落唯

一の認定農業者でもある。

(3)法人の経営

2008年の土地利用は水稲847a,大麦760a(うち

採種420a),ネギ362a,ごま24aである。ごまは駒ヶ

根市の特産品ということで今年から取り組んでい

る。ネギは連作障害が出るが,肥効が残り,跡作

の取組りが大変なので有機肥料を使うなどしてな

るべく圃場を固定している。

水田は全面積を法人に利用権設定している。小

作料は10a17,000円で標準小作料のいちばん高額

のものを適用している。水稲の水管理は個人で行

うが,来年からは変えたいとしている(米へのこ

だわりがあるので難しいとしているが)。畔草刈

りは法人に委託した場合は8,000円を法人に支払

う。つまり純地代は9,000円で,畔草刈りは8,000

円相当の支払いともいえる。肥料と除草剤は基準

を法人で決め,後者は法人の指示で個人で行う。

苗も個人購入で法人が頒けている。以上の聞き取

りでは,どこまでが個人の責任で,どこから法人

が担当するのかやや不明だが,法人としては一括

経営をめざしているものの,なお地権者が自分で

やりたいという面を克服し切れていないようであ

る。

オペレーターは免許取得者が15名,実働が11名

で,年齢別の内訳は70代が1名,60代が5名,50

代が4名,40代が1名である。

女性部は補助作業にでるとともに,麦跡に野菜

15aを作り,一部は販売は,さらに加工を考えて

いる。青年部は勤め人なので日常の手伝いはしな

いが,昨年はネギの価格がよく,出荷作業を手伝っ

た。またエコ米のネーミング「ゆきどけ」も青年

部の発想である。

時間給はオペレーターが1,500円,一般作業が

1,000円,ネギの出荷作業は収益があがるか不明

のため800円に抑えて現在に至っている。後述す

るように決算期に従事分量配当が加給されるので

実賃金はさらに高まる。

法人はエコファーマーの資格をとり,エコ米に

取り組んでいる。800俵のうち400俵を農協から買

い戻し,無洗米として10kg4,000円で地元販売し

ている。

2007年度について経営収支をみると次の通り

である。収入の総額は5,555万円で,主な内訳は,

農産物の販売3,790万円,うちネギが2,400万円,

米が1,000万円弱である。作業受託料金370万円,

麦ゲタ交付金157万円,助成金458万円(うち転作

奨励金270万円,農地・水・環境対策の二階部分92

万円,流動化奨励金56万円)である。

損益計算書上の当期末処分利益は2,600万円に
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のぼっている(なお収入には組合員賦課金594万

円が計上されている。これは組合員からの預かり

金の保管ということなので,それを差し引くと

2,000万円)。それに対する剰余金処分案は,従事

分量配当として,既に支払い済みの労賃・地代が

1,600万円,期末の地代上乗せが3,000円(計20,000

円になる),労賃上乗せが各240円上乗せ(オペだ

と計1,740円になる),残りが経営強化準備金(損

金扱い)500万円,利益準備金(課税対象)265万

円,次期繰り越し57万円である。運転資金の確保

上,利益準備金がどうしても必要になるとしてい

る。

従事分量配当を全て差し引いた純剰余は822万

円ということになる。先の組合員賦課金を差し引

けば228万円である。それに対して助成金・交付

金が624万円だから,それがないとすれば赤字だ

が,従事分量配当を18.8haで割れば10a10万円に

相当する。それを多少デスカウントすれば収支を

償う水準だといえる。そしてそれを支えるのはネ

ギ収入である。品目横断対応といいながら,転作

もネギが相当部分を占めるなかで,そこからの交

付金は200万円弱に過ぎない。

いま一つ注目されるのは農地・水・環境保全対

策への取組で,これも他集落は土地改良区の取組

だが,北の原は法人として取り組んでいる。そこ

に集落ぐるみ法人の強味が発揮されているともい

える。前述のように都市化が進み,非農家が増え

るなかで,直播に向けて夜間にトラクターを運転

したら騒音がうるさいと苦情が出,また軽トラを

連ねてネギ作業をしていたらパトカーがとんでき

て駐車違反交通障害とされるなかで,地域とし

ては非農家の農業理解が欠かせない。そこで法人

としては30a区画をつぶして,1.3×3mに区切っ

て保育園児・小学生に好きななものを作らせる取

り組みをしている。女性部が担当し,有機肥料の

入った圃場をつかうため,親よりも良いものがで

きるという。

剰余金処分で地代上乗せする必要などないでは

ないかというこちらの質問に対しては,組合長は

「日当を上げると後に引く。なるべく地代を上げ
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ないとすぐにも農地を売りたいという人がでてく

る。今年は地代を上積みできてよかった」と述懐

する。都市化のなかの農地確保に奮闘している法

人といえる。

(4)法人の性格

農事組合法人・北の原は,集落営農組織として

いくつかの特徴をもっている。最大の点は全戸・

全面積加入という点だろう。前項の田原と対照的

な行き方である。「地域・集落ぐるみ」といって

も,現実にはそうはならないのが実態であり,と

くに長野県ではそうだといえるが,その点が強味

になって,農地・水・環境対策にも法人として取

り組めることになり,また先の都市化対応もとり

やすいといえる。また県下の多くの法人が耕作放

棄地を含む畑の扱いに苦慮しているが,畑を全て

開田した北の原はその点もまぬがれている。この

ような全戸参加のうえに,世帯主だけでなく女性

や後継者も組合員に含めた点も大きなと特徴であ

る。これまた前項の田原がその点で「男たちの集

落営農」に限られている点と異なる。

北の原は品目横断的対策に先駆けて内発的に法

人化の道を歩んだわけだが,それにあたっては営

農組合時代から協業に取り組んだという歴史が背

景にある。もつばら品目横断対応を事とした集落

営農化が得てして協業抜き,販売・経理一元化の

みの「ペーパー集落営農」になりがちななかで大

きな特徴といえるが,逆に言えば,協業に取り組

むにはそれなりの先行経験が必要ということだろ

う。その意味で北の原を単純にモデル化すること

はできないが,歴史も含めた広い意味でのモデル

とはいえよう。

北の原の良好な経営収支の土台に水稲単作では

なくネギという収益作目の取り込みがある点も特

筆すべきである。
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4．飯島町における集落営農の取組み一有限

会社・田切農産

(1)地域とリ-ダー

田切村は藩政村にあたり,6農業集落を擁す

る。水田面積は230haである。農地は8割が水田

で,水田の2割が中山間地域直接支払いの対象地

になっている。圃場整備は82年頃に完了し20～

25a平均である。用排水条件はよい。

ヒアリングは田切農産の社長ST氏から行った。

はじめにST氏の紹介をしておく。同家は1600年

代にさかのぼる旧家。本人は47歳,妻46歳,子供

が3人で長男は農業関係の大学に他出しており,

農業には興味がある。父は75歳母74歳。祖父の

代から和牛の一環経営に取り組んでいる。馬から

耕転機に転換した頃からの和牛飼養である。現在

は繁殖牛25頭,肥育は20～25頭である。良い牛

を出しているという。法人に貸し付ける前の水田

自作面積は120a,粗飼料は借地の畑250aで生産の

他,法人とは藁と堆肥の交換をしている。集落は

春日平に属し,同集落の戸数は50戸程度である。

本人は自分で水田借地17haをしており,はじ

めは乗り気でなかつたが,いろんな人に勧められ

て社長に就任した。17haの借地経営に「閉塞感」

を感じてもいた。「自分独りでやるのも限界で,

これを10年続けてもつまらない」という気もあっ

たという。45歳で社長を引き受け,その時に10年

で辞めると宣言したが,後継者は育っていない。

自家としても和牛飼育の父はリタイアで廃業か否

かの岐路にある。長男にゆずってもいいが,こう

いう農業情勢なので…ということろである。

(2)田切農産への歩み

さて地域は,1982年の圃場整備後に各集落に協

業組合ができ,トラクター,田植機コンバイン

を有して水稲の作業受託をしていた。オペレー

ターは輪番制で10名ほどおり,その他に補助員が

10～15名いた。農家の2/3が収穫作業を協業

組合に委託していた。ST氏の家では父がオペレー

ターを努めた。

1986～87年に町の方針で,この協業組合が4

つの地区営農組合に再編された。オペレーターを

専属的なものに再編するのが目的で,田切地区で

はオペレーター,補助員各10名に絞られ,さらに

オペ候補が10名ほどいた。ST氏も候補の一人だっ

た。この地区営農組合が田切農産の前身になる。

農地の流動化の進むなかで2000年にアンケート

調査をした。それをとりまとめると「地域農業の

受け皿となる担い手の確保」の要望が高かった。

それを踏まえて法人化に取り組み,2005年4月

に有限会社・田切農産の発足になった。有限会社

形態を選択した背景には前述の町営農センターの

方針もあった。全戸参加の営農組合それ自体を農

事組合法人として法人化する手もありうるが,機

械利用の担い手を中心に据える,将来は農業以外

にも事業拡大するとなると有限会社の方がよいと

いうことだった。いっそ株式会社の方がよいとい

う意見もあったが,当時は会社法の改正前で株式

会社にするには一定の資本金が必要だった。結果

的に会社法改正後もそれ以前の有限会社はそのま

ま残れるので有限会社を選んだのは正解だったと

している。

有限会社の構成員は17名である。「会社の運営

に(精神的肉体的に)携わる意思のある人」とい

う条件で公募した。目標としては中心的なメン

バー3名,非常勤10名の13名程度を考えていたが,

集まらないのではないかと懸念していたところ,

ほぼ集めることができた。営農組合等の現・元オ

ペレーターが主で,最高71歳,最も若いのがST

氏だ。

出資金は300万円だが,うち過半の155万円は営

農組合が出資し,残りを構成員が出資する。営農

組合は任意組織なので登記上は営農組合長名義で

行い,実際の負担は155万円を営農組合の構成員

270名で割って負担する。こうして営農組合(全

戸参加の藩政村)は同時に「持ち株会」になった。

つまり本来なら全戸参加の農事組合法人にすべき

ところ有限会社形態を選択したので,全戸参加を

持ち株会という別の形で担保したということか。

それに対して前述のように飯島村のいいじま農産

は株式会社形態を選択した。
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営農組合自体も解散せず,機械を所有し,土地

利用調整転作確認組合員の交流,農作業受託

の斡旋とりまとめ等の役割を果たしている。同時

に農用地利用改善団体にもなり,田切農産は特定

農業法人にもなっている。田切農産は倒産するこ

とはあっても,営農組合は不滅だという。

(3)田切農産の運営

田切農産は田切地区営農組合から機械を借りる

ほか,徐々に自己所有するようにし,はじめに乾

燥施設一式とネギの掘り取り機を備えた。

田切農産の利用権設定受け面積は約50haであ

る。作付けは水稲20ha,大豆15ha,ソバ9ha,

大麦5ha,ネギ2.8haである。転作持つについて

は営農組合として過去実績をもっていた。

そのほか作業受託が相当量ある。稲刈り取り

49ha,防除48has,直播18ha,春秋の耕起11ha等

で述べ136haに及ぶ。

作業は全作業を行う。水管理も法人で行うが畔

草刈りは地権者が行うのが6割,法人に任せるの

が4割である。畔草刈りをする地権者の小作料は

16,000円,しない地権者のそれは7,000円というこ

とで,差し引き9,000円が畔草刈り代(共益地代)

に相当するわけである。ただし2008年は地代7,000

円,共益地代8,000円の計15,000円に値下げした。

役員報酬は代表が年俸600万円,非常勤役員は

年6万円,社員の時給はオペ,補助にかかわらず
一律1,400円。

田切には認定農業者が7名いる。作目は花卉3

名,キノコ1名,水稲2名と同法人である。水稲

の1名は20ha経営だが,競合はないという。田

切農産が田切の全ての農地を集める気はないし,

土地利用調整には地区営農組合が当たっていて個

人の勝手にはできない。

2007年度の損益計算は,売り上げ5,260万円,売

り上げ損失が432万円,管理費等を差し引いた営

業損失が1500万円,それに対して営業外利益が

2250万円,経常利益744万円で,ほぼ基盤強化準

備金に繰り入れている。営業外収益は奨励金1700

万円,雑収入560万円である。
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中山間地域直接支払いは40%が耕作者に,60%

が営農組合に配分される。営農組合はその6割を

機械の購入等にあて,4割を水路補修,ソバ道場,

桜並木の維持,花壇等にあてる。田切農産も耕作

者の一人として配分に預かる。農地・水・環境対

策は田切区として取り組んでいる。

5.まとめ

以上,6つの「地域」の取り組みについて紹介

してきた。地域にカッコをつけたのは,それぞれ

の地域の範域が異なるからである。

(1)農作業受託(斡旋)組織と経営受託組織

6つの地域事例は概ね二つに分けられる。一つ

はみのわ農産(農事組合法人),西春近営農組合

(特定農業団体),東春近村の田原を除く集落営農

(農作業受託組織)のグループである。いま一つ

は,田原儂事組合法人),北の原(農事組合法人・

特定農業法人),田切農産(有限会社)のグルー

プである。以下,AグループとBグループと呼ぶ

ことにしよう。

Aグループは基本的に任意組織である。農事組

合法人であるみのわ農産まで任意組織だと断ずる

のは間違いだが,しかしみのわ農産は法人たるこ

とのメリットを活かしているとはいえず,法人で

なければならない必然性はない。つまりこのグ

ループは基本的に農作業受託組織である。かつ受

託組織ではあるが,その受託農作業は協業組合な

り個人に再委託される。従って厳密には作業受託

組織というより農作業受委託斡旋組織である。

実はAグループは構成員メンバーでもある協業

組織や個人に機械作業を再委託し,関係を外在化

しているが,受託者を「機械利用部」のような形

で内部組織化することも可能であり,そうすれば

たんなる斡旋組織ではなく協業組織を装うことも

でき,Bグループに多少も接近する可能性もない

でないのである。しかし敢えてそうしてはいない。

それはやはり現場においてそういう内部化の機が

熟していないとされているからだろう。とすれば

意識的に内部化する道を追求する,すなわち確固
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たるオペレーター集団を育成するということが課

題になろう。

それに対してBグループは法人形態は分かれる

もののいずれも法人組織であり,構成員から利用

権の設定を受けて農業経営を行う。

しかしここでも厳密にはそうは言い切れない面

がある。Bグループは利用権設定方式,すなわち

組織が農業経営を行う方式としたが,畔草刈りは

どこでも地権者戻し,田原は水管理も地権者戻し

している。いまそれらの「地代」水準をみると,

田原は畔草刈り6,000円,水管理10,400円,純地代

10,000円,合計26,400円と高い。水管理を除いて

も16,000円だ。北の原は畔草刈り8,000円,純地代

9,000円の計17,000円だ。それに対して田切農産は

値下げして畔草刈り8,000円,純地代7,000円の合

計15,000円,値下げ前は16,000円だったから,ほ

ぼ横並びといえる。専従者報酬600万円を確保し

なければならない田切農産がいちばんシビアとい

える。そして役員報酬という点では法人組織とい

えども,田切を除けばほとんど無報酬に近いボラ

ンティアである。

つまりここでも利用権は完全に利用権として純

化しているのではなく畦草刈り,場合によっては

水管理まで地権者が留保する「半利用権」であり,

その意味では機械作業受託組織に共通する面をも

つのである。

(2)明治合併村組織と藩政村・農業集落組織

それぞれの組織化が基盤とする範域について

は,Aグループは明治合併村,Bグループは藩政村・

農業集落という違いがある。

とはいえ,Aグループの東春近村の場合は,当

面の経営所得安定対策への対応は農業集落ごとの

組織で行うことにはした。しかし法人化をにらむ

とどうやら明治合併村規模でやる以外にあまり選

択肢はなさそうだ。

Bグループでも田原の場合は詳細に調べたわけ

ではないが,1農業集落=1藩政村の可能性が高

い。

しかし両方とも,明治合併村や農業集落を基盤

としているだけであつて,いずれも全戸参加では

ないし,それを目指してもいない点が注目される。

概してこの地域のまとまりはよい方だが,地縁組

織ではない機能組織の立ち上げに当たっては,そ

の点をわきまえてか,全戸参加は追求されていな

い。いいかえれば農政の農用地利用改善団体→特

定農業法人・特定農業団体という道筋は,ないわ

けではないが,主流ではない。農用地利用改善団

体の土地利用調整機能等は地区営農組合等が既に

果たしているし,全戸参加を求めないと必ずしも

地域の農地の2/3を集積できるわけでもない。

問題は生産調整の団地的な取り組みだが,その点

について障害があっとは聞いていない。

その点でユニークなのが,明治合併村と農業集

落の中間にくる飯島町の藩政村単位の組織化であ

る。ここで立ち上げられた法人組織は,本稿でと

りあげたなかで最も完成度(経営統合度)が高い

10数人規模の組織である。その意味では地域から

の自立度も高いようにみえる。しかしながら実は

構成員の一人に地区営農組合(センター)の代表

がなり,彼が出資額の過半をもち,その出資は形

式名義は彼個人だが,実は地区営農組合=持ち株

会=地区全戸が負担しているのである。実質的に

みれば藩政村全員参加方式ともいえる。全員参加

という点ではそれを求めない諸他の組織と区別さ

れるわけである。この持ち株会には,法人を作る

がその自立・勝手は許さないという地区の意思が

強く感じられるし,法人としてもいくら近代的な

装いをしても所詮は地縁組織ですよという自覚も

感じられる。飯島町でもいいじま農産だけは株式

会社形態をとつた。その場合は持ち株会ではなく

個人の出資にばらされる。その方が法的に合理的

なことはいうまでもない。しかし株式化さてしま

うと,地区としての意思・まとまりは少なくとも

形式的にはなくなる。他の三つの法人は有限会社

だと社員50名までの規制があるなかで地区代表の

みが登録することにした。しかしそれによって個

人は地区としてまとまってしか発言できなくなる

し,ばらけることもない。有限会社・持ち株会と

いう形をとって法人組織は「地域に埋め込まれた
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法人」という性格をもつことになったのである。

(3)政策との関連

組織化の時期,契機も,概ねAグループは2006

年以降,経営所得安定対策絡みといえる。それ

に対してBグループは北の原の法人化は2006年だ

が,1980年の営農組合にさかのぼり,法人化の検

討も2001年からなされている。Bグループも決し

て直接支払い政策への移行を意識しなかったとは

いえないが,組織化それ自体は同政策に先立って,

その意味では自発的になされたといえる。Ⅰ

でみた地域農業支援システムは,Aグループ

についてはもろに「支援」に動いている。Bグルー

プも田切農産に典型的なように営農センターの構

想にそったものだが,経営所得安定対策のための

支援システムとはいいがたい。長い時間をかけて

培われ,上伊那地域のモデルを切り開いた。

このように大きくは明治合併村規模の作業受託

(斡旋)組織と農業集落規模の法人(農業経営)

組織に分かれた。そして地域農業支援システムの

下にあつて前者は政策対応,後者は自発的だった。

そこから,前者についても,それは決して上から

押しつけたとか指導したというものではなく,農

業者を含めた地域農業支援システム(営農セン

ター・地区営農センター)のもとで地域農業者の

意見を結集した結果として選択された方式だつた

のである。そしてその理由は明治合併村規模でし

か組織化できなかった,いいかえればそれよりも

小さな範域ではリーダー,オペレーター,会計担

当者を確保しがたいという点にあった。

これらの組織がさらに法人化の道を歩もうとす

ると(みのわ農産は形式的には法人化しているが

実質的に農業経営法人化ということを考えれば),

この明治合併村規模での法人化には困難が多いだ

ろう。

そして明治合併村規模での法人化が不可能だと

すると,これらのせっかく作られた組織はたんな

る経営所得安定対策の交付金の受け皿作りに成り

終わるだろう。いわゆるペーパー集落営農である。

そうならないためには,地域農業支援システム(営
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農センター)は,いま,いかなる課題を地域に提

起すべきか。平凡な言い方ではあるが,それは「人

づくり」ということになろう。ネックは人だった

のだから。

そのために研修・視察といった従来的な手法が

すぐ想定されるが,農業者参加の営農センターと

いう支援方式,そして多様な集落営農組織が展開

しているなかでは,相互学習こそが最も地道で確

実な道だろう。
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調査は田代と小野甲二・全国農地保有合理化協会

調査広報部長が行った。調査にあたっては長野県

農業開発公社上伊那支所参事の方々,JA長野県

営農センター,関係市町村,上伊那農協,各組織

の絶大なるご協力を賜った。なおこの調査では飯

山市の農事組合法人・やなぎはら等の調査も行っ

たが,今回の報告は上伊那地域に絞らせてもらっ

た。関連して拙稿「安曇野の集落営農」『信州自

治研』2008年8月号があるので地域比較のうえで

は参照いただきたい。


