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はじめに

2002年の米政策改革ならびに2007年の品目横断

的経営安定対策(現「水田経営所得安定対策」)

のもと,経営体としての実態を有する集落営農組

織が担い手として位置づけられた。ここ最近,集

落営農組織数は大幅に増加しており,2008年の集

落営農数は1万3,062で,2000年から31.1%も増え

ることとなった。ただしこの間に,集落営農組織

が多かった地域である北陸は2.9%の微増にとど

まり,近畿中国にいたっては減少している。そ

の一方で東北は約3倍,九州でも2倍の大きな伸

びを示しており,この2つが全体の伸びを支えた

ことになる。2008年2月時点で,集落営農組織の

ブロック別シェアは東北21.6%,九州18.9%であ

り,この2地域で全国の集落営農の4割を占める

に至っている(図1)。九州では2006年から07年

にかけて,東北では07年から08年にかけて集落営

農組織が大きく増加しているが,これについては

「品目横断的経営安定対策」(以下,「水田経営所

得安定対策」も含めて「経営安定対策」と表記)

の受け皿づくりの側面が強いとの指摘がある 1)。

実際集落営農組織が短期間に増加した東北と九

州で,経営安定対策に加入する集落営農組織の割

合が5～6割と高くなっている(図2)。同対策

は麦で先行したため,麦作付面積の大きい九州で

まず集落営農の組織化が進み,大豆,米の申請が

始まると同時に東北においても集落営農の組織化

が進んだと考えられる。

秋田県の集落営農組織は2005年に335組織だっ

たものが,06年には361組織,07年には526組織,

図1集落営農の地域ブロック別構成比
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図2地域別集落営農組織数と水田経営所得安定対策加入割合

そして08年には703組織へと増加しており,全国

トップクラスの組織数となった。水田と畑地(樹

園地を除く)を合わせた経営耕地面積に占める集

落営農組織の活動面積(経営地+作業受託地)は,

秋田県では19%(全国14%)になっており,農業

の担い手としての位置が高まっている。では,こ

のように急増した集落営農組織の実態はどのよう

なものであろうか。本稿では,秋田県に経営安定

対策への対応を迫った背景として秋田県の農業構

造を見た後,県レベルでの推進体制を検討し,そ

の成果としての集落営農組織および同対策への加

入状況を確認する。さらに設立された集落営農組

織について事例をもとにその実態を明らかにし,

今後の展望を考察する。

1.秋田県における集落営農組織急増の背景・要

因

秋田県農業の特徴のひとつに,稲作への特化が

ある。2005年農林業センサスで,農業経営体が販

売目的に作物を作付けた面積のうち,水稲が占

める割合は,都府県66.1%に対して秋田は87%と

かなり高い。また販売のあった農業経営体のうち

稲単一経営の割合は都府県52.8%に対して秋田は

81.1%である。

農業粗生産額をみても,粗生産額の6割は米が

占めており,稲作に極端に依存した農業構造のた

め,米の粗生産額の減少と連動して全体の粗生産

額も年々減少傾向にある(図3)。特に米価の下

落に歯止めがかからないような状況が続いてお

り,2007年産では1万3,627円とピーク時の6割

程度まで下がった(図4)。こうした点が経営安

定対策に米を中心として加入する要因になってい

る。

もうひとつの特徴は,中規模層が厚く存在する

ということである。経営規模が2～4ha層の構

成比をみると,秋田県は23.3%(都府県11.7%)と,

中規模農家が厚く存在している(表1)。しかも,

専業農家率が13.6%(都府県21.8%)と低い一方で,

第二種兼業農家率は69.4%(都府県63.1%)と高

い。つまり,自己完結的に経営を続けてきた,比

較的規模の大きい兼業農家が広範に滞留していた

ため,一方では個別に同対策への加入条件である
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図3秋田県の農業粗生産額と構成比

図4秋田県の水稲作付面積と秋田県産あきたこまちの指標価格

表1秋田県の経営耕地規模別農家(販売農家)
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経営面積4ha以上という敷居を越えられない農

家が多く,他方で,集落営農組織も少なかったた

め,多くの農家が経営安定対策から外れるという

事態が想定された。こうした危機感から,県とJ

Aが協力して集落営農の組織化を推進することと

なった。その結果多くの集落営農組織ができた

のである。

2.県レベルでの推進体制

(1)秋田県の集落営農組織設立への支援

秋田県では集落営農組織設立の数値目標を県が

示した。2006年からの集落説明会に先だって,ど

のように組織化をすすめてゆくかについての検討

がおこなわれ,その結果が「秋田県における水

田作担い手の現状と集落営農組織育成の考え方」

(2005年12月)にまとめられた。そこでは,農業

集落を単位に,担い手の有無形態についての現

状分析とともに,今後の集落営農組織化の方針が

示されている。

まず,秋田県農試と秋田県中央会が2005年に共

同で実施した集落アンケート調査を元に,集落に

おける担い手の存在状況が整理されている。認定

農業者も生産組織も存在しない集落を「担い手不

在集落」とし,それ以外の集落で水田作業(稲作

+転作)において認定農業者または生産組織の

集積率が50%以上のものを「担い手有り集落」,

50%未満を「担い手不足集落」と3つのカテゴリー

に分類した。その結果,「担い手有り」とされた

のは対象集落の21%にあたる512集落に過ぎず,

うち個別経営が集積を進めているのが449集落,

生産組織による集積がおこなわれているものが39

集落個別経営と生産組織が共存して集積が進ん

でいる集落が24であった。「担い手不足」は1,407

集落,「担い手不在」は524と,県内の80%の集落

で担い手確保対策が課題とされた。次に,「担い

手有り」に分類された集落を,水田面積別の農家

率,認定農業者率,借地耕地率などの統計的特徴

から分析し,その統計的特徴を用いて「担い手不

足」「担い手不在」集落を再分類し,個別経営へ

の集積が誘導しやすい集落(855集落)と生産組

織への集積が誘導しやすい集落(552集落)に分

けた。この生産組織への集積可能性が高いとされ

た552集落は,さらに「組織への参加者が対象集落・

地域の全農家の半数に満たない」=「オペレーター

型」生産組織,「組織への参加者が対象集落・地

域の全農家の過半の組織」=「ぐるみ型」生産組

織のどちらに誘導しゃすいかが,同様に統計的特

徴によって分類され,それぞれ457集落95集落

とされた。実際の集落への訪問の際にもこのデー

タが用いられたが,最終的な誘導方向は集落によ

る話し合いの結果が尊重された。

2006年には担い手の確認と集落営農の組織化が

具体的に推進され始めた。同年春と秋の2回にわ

たって「あぜ道ミーティング」と称し,寺田・秋

田県知事が県内8つの地域振興局単位で現地を訪

問し,農家へ直接経営安定対策への対応の重要

性を訴える催しが持たれ,推進に弾みをつけた。

県の実働部隊としては地域振興局の農林部普及指

導課があたることになったが,その後農林企画

課に担い手縫首班が新設され,ここが経営安定対

策対応の担当とされた。県の掲げた数値目標に対

し,地域における集落営農組織設立の進捗管理を

ここが担当し,地域における事務局機能を果たし

ている。2008年度には担い手経営班へさらに経営

指導の機能を持たせた。

(2)集落営農の組織化に対するJAグループの

支援

秋田県JAグループでは,経営安定対策に対応

するために,2006年度に「集落型経営体等育成運

動」を展開し,集落営農組織を中心とした担い手

づくりを展開してきた。

まず,集落営農組織の運営・会計事務支援とし

て,専門支援部署の設置と専任担当職員を各JA

に配置させ,独自に開発した経理支援ソフト「一

元」を有償提供(1つ5,000円弱)して会計事務

支援や,経営安定対策の加入に係る事務を代行す

る体制を整えた。

2006年と07年の2カ年間にわたって,全農秋田

県本部の職員8名を地域振興局単位でその地域で
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図5平成18年度集落型経営体等多様な担い手の育成に向けたJAグループの支援対策

最も規模の大きい単協に出向させ,単協と秋田県

中央会とのパイプ役として連絡調整と進捗管理を

おこなわせた。

また2006年度に「担い手育成支援対策事業」と

して1億1,000万円を用意した(図5)。同事業は,

JAへの支援対策(5千万円)と集落営農組織へ

の支援対策(6千万円)とに大別される。まず,

JAへの支援対策として,水田生産基盤流通対策

支援事業に4,700万円,担い手育成に向けた地域

の人材活用支援事業に300万円の事業費を設けた。

前者は多様な担い手育成事業(事業費4,000万円)

と営農指導機能強化事業(同700万円)があり,

集落営農の組織化を推進するためにJAの支援体

制を整備するための助成である。後者は集落営農

を組織化するための指導的人材の活用や養成に係

る費用の負担助成である。

集落営農組織への支援対策は,集落型経営体等

組織化促進支援事業に5,000万円,大規模経営体

等支援事業に1,000万円を確保した。前者は集落

営農組織を新たに立ち上げ,集落ビジョンの策定

や経営安定対策に加入した場合につき,当該組織

に運営費の一部として10万円を助成するものであ

る。後者は,経営面積が200ha以上で経営安定対

策に加入し,かつJA出荷する組織に対して200万

円を助成するものである。

こうして秋田県では集落営農組織が2006年に

361組織だったものが07年には526組織となり,経

営安定対策には483組織が加入することとなった。

ただし,92.4%が任意組織であり,今後は5年以

内に法人化できるかが課題となった。そこで2007

年度から3年間は「集落営農法人化等育成強化運

動」を展開している。これにより法人化の育成目

標の設定などの具体的な推進計画を策定し,法人

化支援のためJA出資などを含めた事業方式や目

標達成に向けた戦略づくりを行っている。また,

法人化対応に向けたより高度な相談機能が求めら

れるとして,専門指導員の養成等担い手育成部署

の設置と,JA職員集落担当制やJA職員OB活

用による集落営農アドバイザー制の導入を図って

いる。さらに本所,支所,営農センター間および

管理・経済・信用等部署横断的連携体制を強化し,

法人化支援の総合的相談活動,事業方式の整備を
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図ることとしている。

3.水田経営所得安定対策への取り組みと集落営

農組織の特徴

(1)秋田県における水田経営所得安定対策の取

り組み状況

経営安定対策の開始にともない,秋田県では,

全国で北海道,新潟に次ぐ5,781の経営体(認定

農業者5,298,集落営農組織483)が2007年に加入

申請した。翌2008年には7,051経営体(認定農業

者6,545,集落営農組織506)に増加している。

集落営農組織に限って言えば,2006年時点で,

「品目横断的経営安定対策に加入予定」とした集

落営農組織は16.9%と,全国の28%よりかなり加

入意識は薄かった 2)。しかし蓋をあけてみると,

2007年2月の時点で集落営農組織は526にまで増

え,そのうち483組織が経営安定対策に加入する

という,全国トップの集落営農組織の加入数と

なった。

2007年当時,経営安定対策の対象となる面積は,

表2秋田県における水田経営所得安定対策の申請状況(2008年産)

図6秋田県のJA別水田経営所得安定対策加入集落営農数
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米4万624ha,麦293ha,大豆6,815haであり,集

落営農組織の占める割合は米で31.1%,麦4.4%,

大豆33.4%であった(全国は米24.3%,麦26.2%,

大豆36.1%)。秋田県の2007年産の作付面積が米

9万4,100ha,麦392ha,大豆8,130haであつたので,

作付面積に占める経営安定対策の対象割合は,米

で43.2%,麦74.7%,大豆83.8%になる(全国で

は米26.2%,麦75.6%,大豆94.6%)。

経営安定対策に加入した集落営農組織の平均経

営面積(田+畑+受託)は36.3haであり,都府県

平均と同水準であるが,東北では福島に次ぐ小さ

さである。

2008年の申請状況をみると,申請品目では,米

が6,955経営体で,大豆1,935,麦100であり,申

請した経営体の実に98.6%が米の申請(全国は米

81.3%)を行っており,集落営農組織でも91.3%

が米の申請(全国は74.9%)を行っている(表2)。

申請品目の組み合わせをみれば,米のみが

71.7%でもっとも多く(全国50.1%),次いで米+

大豆25.5%(全国12%)で,集落営農組織では米
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のみが40.9%(全国15.5%),米+大豆が49%(全

国19.1%)であって,この2タイプで9割を占め

ている。

このように,秋田県で経営安定対策への取り組

みが盛んな点および米に関する申請が目立ってい

る点などは,秋田県の農業構造の特徴と関わって

いるからである。

2008年のJA別集落営農組織の経営安定対策加

入状況をみたのが図6であり,県南地域で集落営

農組織が多いことが見て取れる。加入した集落営

農組織の65%はおばこ,しんせい,ふるさとの3

JAで占められている。

(2)秋田県の集落営農組織の特徴

秋田県の集落営農組織の特徴は,活動範囲が

1集落にとどまる組織が全体の85%を占めてお

り,5集落以上という広域型の組織はわずかであ

る(表3)。さらに,参加農家割合をみると,活

動範囲内の農家参加が50%未満の組織が35%と高

く,80%以上の農家が参加している集落営農組織

表3秋田県の集落営農の特徴Ⅰ(2008年2月1日現在)

表4秋田県の集落営農の特徴Ⅱ(2008年2月1日現在)
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は30%にすぎない。

また,機械共同所有・共同利用が全体の約6割

を占めていること,担い手・集落営農組織への農

地集積が17%ときわめて低いこと,その前提とな

る土地利用調整も全国,東北よりも低く5割程度

となっていることも特徴である(表4)。主たる

従事者がいない集落営農組織は6%と際だって低

く,1～4人ほど確保されている組織が全体の7

割を占めており,主たる従事者は確保されている。

3.水田経営所得安定対策下での集落営農の展開

(1)秋田県由利地域における集落営農推進

1)地域の概要

今回調査対象地域とした秋田県由利地域振

興局が管轄する由利地域は,「JA秋田しんせ

い」の範囲と重なり,行政区域では由利本

荘市とにかほ市から構成され,県の南西部に

位置し,西を日本海に,南を山形県に接して

いる。由利本荘市は2005年3月に1市8町

が,にかほ市は2005年10月に3町が合併した

もので,両市を合わせた由利地域の面積は

1,450k㎡になる。

農林業センサスによると2005年の販売農家戸

数は6,318戸で,専業農家,第一種兼業農家,第

二種兼業農家それぞれの構成比は9.6%,14.8%,

75.6%である。県全体と比較して専業,1兼の割

合が小さく(それぞれ13.6%,17.0%),Ⅱ兼割

合(県全体69.4%)が大きい。2000年との比較で

は,由利地域の販売農家戸数は5年間に11.0%減

少し,内訳では専業が実数で174戸,率で40.0%

増加したのに対し,1兼,Ⅱ兼はそれぞれ209戸

18.3%,746戸13.5%が減少している。農業就業人

口は2005年で9,637人,うち65歳以上比率は61.1%

で,5年前と比較して5.8ポイント増加した。

農業算出額は2006年が165億6千万円でうち米

の割合が65.6%と,米の占める割合が秋田県平均

の59.5%より高い。複合部門では野菜(中心品目

はミニトマト,アスパラガス,ネギ)の12.2%,「由

利牛」の産地として肉用牛が9ユ%を占める。米

の生産では,ひとめぼれの作付割合が6割もあり,

この点があきたこまちの作付が中心である県内他

地域と比べて特徴的である。

2008年の生産調整実施状況は,水田面積1万

2,941haに対して生産調整実施面積は3割にあた

る3,754haである。生産調整では野菜等による転

作が40%,自己保全管理が36%を占め,大豆は

14%である(大豆の平均単収は90kg/10a程度)。

これ以外では加工用米が115ha,ホールクロップ

サイレージ180haがある。したがって,主食用米

作付面積は水稲作付目標面積をわずかに下回って

いる。産地づくり交付金はまだ旧市町村単位の運

用になっており,それぞれの事業毎の交付金単価

も統一できていない。

2)集落営農立ち上げの推進体制

由利地域ではすでに2006年度当初には経営安定

対策に対応した集落営農組織作りの体制が整え

られていた(図7)。というのも,由利地域では

2005年度には県内に先がけてJAを中心に担い手

育成の推進体制が整備されており,県内の他の地

域でもこれが基本の形として採用された。この推

進体制の中で実際的な役割を果たしているのが,

市,JA,農業委員会担当者レベルの連絡・協議

の場である「担い手育成ワークショップ」と,実

働チームとしての「担い手アクションサポート

チーム」である。「担い手アクションサポートチー

ム」が管内の450集落すべてをまわり,集落営農

組織の立ち上げを支援した。この集落訪問では,

JA秋田しんせいの各支店が集落との窓口となり,

訪問の際は農協の本店から1名,支店から2名,

市から2名がチームを組み,これに可能な限り地

域振興局の普及支援課から1名が参加し,集落に

出向いた。農協では営農経済部長,次長2名,担

い手対策課長の計4名がブロック統括として,1

名あたり2支店の進捗状況を管理した。

各集落の担い手育成はその行程を5段階にわけ

整理し(資料1),進捗状況もそれに応じて5段

階で区分された。それによると2008年6月末現在

で,「担い手育成の話し合いをしていない」のは

11集落「話し合いを実施しているが,方向性が
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図7由利地域担い手育成推進体制

資料1由利地域担い手育成の5段階
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出ていない」(リーダー不在)のが151集落「話

し合いにより,方向がほぼ確定した」(個別展開

が強く集落営農がまとまりそうではない)のが82

集落,「集落営農の設立がほぼ決定した」のが4

集落,「集落営農を設立し,国が定める担い手要

件を達成した」のが202集落である。この202集落

で130の集落営農組織が活動している。これらの

設立年をみると,2005年が1組織,06年が47組

織,07年が77組織,08年が5組織であり,まさに

経営安定対策を受けた組織化であつたことが伺え

よう。

同対策への加入状況を見ると,129の集落営農

組織が経営安定対策に加入しており,集落営農組

織の水田経営面積は4,565haで,水稲作付面積3,

497ha,大豆作付面積319haが経営安定対策に加

入している面積である。

また,法人組織はわずかに2組織にとどまって

いる(特定農業団体は30)。集落営農組織は米+

大豆の作付がほとんどで,複合部門を取り入れて

いる集落営農組織は数えるほどしかない。むしろ

個別農家は集落営農組織以外で複合部門をもって

いるようである。

経営安定対策対応の集落営農組織立ち上げが一

段落した現在,集落営農組織への支援体制は次の

段階に入っている。JAでは2008年に営農経済部

担い手支援対策課の中に「担い手支援センター」

を設置し,集落営農組織からの経理事務を受託し

ている。現在59の組織から受託を得ており,これ

によって集落営農組織メンバーへのコメ代金の支

払が1ヵ月に1回のペースで実施できるように

なった。

(2)特定農業団体K営農組合

1)K集落における作業受委託の展開

今回事例として取り上げるK営農組合が展開す

るK集落は由利本荘市の平場水田地帯に位置し,

世帯数45戸で,このうち農家は27戸,土地持ち非

農家5戸で構成される。認定農業者は7戸存在し

ている。集落の水田面積は45haである。生産調

整率は3割である。

K集落では1970年代に実施された基盤整備のま

まであり,圃場区画は30aと大きくなく,土壌排

水もあまりよくないようである。由利地域の標準

小作料は10a当たり1万5,000円だが,当集落の実

勢小作料は2万円と高い。

K集落では,1985年に農業構造改善事業でミニ

ライスセンターが集落につくられた。これを契機

として,3条刈コンバインを2台導入して専業農

家を中心とした集落農家7名で稲の収穫作業およ

び乾燥・調整を共同で行うK水稲生産組合が組織

された。後に若手農業者2名を加えて9名での活

動となった。K水稲生産組合の作業は構成員9名

がそれぞれ役割分担して実施されてきた。

構成員ではない集落内の農家もコンバインの更

新はせず,K水稲生産組合に米の収穫作業と乾燥・

調整を委託するようになつた。したがって集落農

家27戸のうちコンバインを所有している農家は3

戸にまで減っている。

水稲収穫作業はK水稲生産組合による受託が進

んでおり,それ以外の水稲作業は個人間で受委託

されている。K水稲生産組合が行う収穫作業につ

いては委託農家間で不公平がないように,作業さ

れる圃場の順番はくじ引きで決められる。また,

個人ごとに収穫運搬し,乾燥・調整にまわされ

るため,効率が悪く,今後の課題となっている。

K集落の生産調整は農家ごとに配分されてお

り,対応も農家自身が決定する。K集落の転作は

大豆転作が中心であるが,その他に野菜3haや

自己保全管理調整水田が1haほどあって、そ

れで3割の転作配分を消化している。転作大豆に

ついては広域的な大豆作業の受託組織があって,

そこに耕起を除く全作業を委託してきた。産地づ

くり交付金はすべて個人に入っている。なお,K

集落ではブロックローテーションや転作の団地化

は実施されておらず,転作は固定化されたバラ転

で,集落にある転作団地としては1haの1団地

があるだけである。この背景にあるのは,農家が

稲作不適地で転作する傾向である。団地化できな

いばかりか,もともと圃場条件がよくない上に,

湿害なども重なって大豆の収量はかなり低くなっ
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ている。

このように,K集落ではK水稲生産組合による

水稲収穫作業,広域的に担われている転作作業の

いずれにおいても,団地化等の効率化が発揮され

ない形での作業受託体制が形成されていた。

2)K集落における経営安定対策対応の集落営

農組織

ところが,経営安定対策をうけて全県的に集落

営農組織の設立機運が高まったことがきっかけ

で,当集落でも2006年に集落農家27戸のうち25戸

(うち認定農業者が5戸)が参加する形で特定農

業団体K営農組合が設立された。集落営農組織を

作る際,前途の作業受託組織K水稲生産組合を母

体とするのではなく新たにK営農組合を別組織と

して立ち上げ,現在,K水稲生産組合とK営農組

合は別個に運営されている。

構成員25戸の経営規模別分布は,0.5ha未満7

戸,0.5～1.Oha6戸,1.0～2.Oha3戸,2.0～3.Oha

4戸(1),3.0～4.Oha2戸(1),4.0～5.Oha

2戸(2),5.Oha以上1戸(1)である(カッコ

は認定農業者)。最大の農家は7ha規模の認定農

業者である。

K営農組合に参加している農家の水田面積をあ

わせると40haになるが,K営農組合は機械を所

有しておらず,現在の活動は,肥料・農薬の共同

購入と米および大豆の共同名義販売にとどまって

いる。したがつて,一応ではあるが,K営農組

合の作付面積は水稲が28ha,大豆が7haである。

収支は一元化しているが,個別農家の収支を単に

積み上げたもので,個人ごとに計算し,分配も個

人ごとに計算している。2008年度の収入は4,000

万円であり,米販売額が3,100万円,大豆販売額

が10万円,大豆のゲタ部分が83万円,ナラシ部分

が140万円,産地づくり交付金は460万円,雑収入

が200万円あった。支出は820万円であり,差し引

き3,100万円が構成員に配分される。

今後はK水稲生産組合の法人化が進められる予

定であるが,K営農組合との関係がどのように整

理されていくのかはまだ明確ではない。法人化し
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たとしても小作料にバラツキがあるようで,それ

が一本化しなければ借地は難しいとのことであ

る。

3)K集落の個別農家の現状

2008年10月にK集落の農家27戸の悉皆調査を

行った。27戸のうち,25戸は集落営農組織に参加

しており,2戸の認定農業者が不参加である。集

落営農組織に参加している農家のうち,9戸はK

水稲生産組合に加入している。個別農家の事例で

は,K水稲生産組合に加入し,オペレータを担当

している9戸を類型1,K営農組合に参加する非

オペレータ農家を類型Ⅱ,K営農組合に参加して

いない農家を類型Ⅲとして分析する(表5)。

(ア)K水稲生産組合に加入している農家(類型1)

この類型には9戸が該当する。この9戸はK営

農組合の中心メンバーであって,役員はこの層か

ら選出されている。9戸のうち認定農業者は5戸

であるが,2戸(A,D)は経営主がアルバイト

で家計を補っている。オペレータを担当している

農家の年齢は50歳代が2名,60歳代が5名,70歳

代が2名とかなり高くなっている。

水田経営面積は7ha規模を最大に,4ha規模

が2戸,3ha規模が1戸,2ha規模が3戸,1

ha規模が1戸である。借地はA農家が5.8ha,B農

家1.6ha,C農家1.9haまでが大きく,その他農家

は小さい。借地は相手から頼まれたものがほとん

どで,積極的に借地拡大を図ってきたのではな

い。借地のほとんどは集落内で小作料は10a当た

り2万円となっている。

葉タバコや野菜部門を導入している農家で販売

額もやや高くなっており450～890万円にはなっ

ているが,米+転作大豆だけの農家では100～

300万円にとどまる。

この類型は水稲収穫作業の機械オペレータや運

搬乾燥・調整作業に従事している。早くから稲

作の収穫作業を共同で実施してきたこともあっ

て,コンバインはいずれも所有しておらず,K水

稲生産組合に委託する一方で,トラクターと田植
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表5K集落の農家調査結果

機を個人ないしメンバー間で共有し,個別に作業

している。今後ともトラクターは個別に更新して

いくものの,田植機についてはK営農組合が田植

え作業受託を始めることを前提に更新しないよう

である。

稲収穫作業のオペレータ賃金は日給8,000円で

あり,オペレータ賃金が大きいA農家では年間50

万円ほどになるが,その他の農家は20万円前後で

ある。オペレータ賃金は委託料を相殺するくらい

の位置にはあるようだ。オペレータ作業を拡大し

たいと考える農家は1戸(A)あって,作業時間

が増えるのならば農外就業をやめてオペレータに

集中したいと考えている。しかし他の農家は労働

力の高齢化か,自家農業の園芸部門との労働競合,

農外就業との競合により拡大は望んでいない。

後継者は安定的他産業従事の傍ら,農作業に従

事しているものの,農繁期のわずかな期間であり,

農業を継いでくれることが確定している農家は1

戸のみで,他は農業を継いでくれるかどうか不明

なため,後継者がいなかった時のための将来的な

農地の受け皿として法人化した集落営農組織の必

要性を感じている。

今後の経営については,規模拡大を考えている

農家はいない。米価が低い中で,後継者が農業を

継ぐかどうかわからない状態ではリスクが大きい

という判断である。

(イ)作業委託農家(類型Ⅱ)

K水稲生産組合には参加していなかったが,そ

こに作業を委託していた農家で,集落営農組織に

参加した農家16戸が該当する。経営主が農業専従

なのは3戸であり,残りは農外就業に従事してい

る。経営主農業専従の農家もかつては農外就業に

従事していた。

経営面積は最大でも3.2haで,以下,1ha規模

に2戸(階層最大は1.4ha),1ha未満層に13戸(30a

以下が8戸)と規模の小さい農家が多い。

農業機械の所有状況は,トラクター,田植機

コンバインを所有しているのは1戸(乾燥・調整

は委託)だけであり,トラクターと田植機を所有

しているのが4戸,トラクターのみが4戸,機械

をまったく所有していない農家は7戸ある。機械
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更新(トラクター)を考えている農家は2戸にと

どまり,ほとんどの農家は機械が壊れれば,当該

作業を委託する意向であった。

稲収穫作業はK水稲生産組合に委託し,耕起や

田植え作業は個人に委託することで対応してい

る。耕起・代掻き,田植え,稲収穫作業を委託し

ている農家は,トラクターを所有している農家も

含めて9戸であって,このうち畦畔管理や水管理

もしない全作業委託農家は3戸である。

農業経営は水稲作が中心で,生産調整として大

豆(3戸),自家消費用野菜(2戸),あるいは自

己保全管理・調整水田(7戸)で対応している。

農産物販売額は規模の大きいJ農家で300万円あ

るものの,それ以外の農家は多くても70万円以下

である。農業継続の理由は,飯米確保や先祖代々

の土地を守るという意見が多かったが,農外収入

が不安定なため,農業からの所得もある程度期待

できる方がいいとする農家も2戸(N,R)あった。

農業後継者がいるとする農家は5戸しかなく,

あとは農業の跡継ぎがいない。したがって,将来

的には農業後継者がいなかつた場合は集落営農組

織に貸し付けたいと考えている農家がほとんど

で,「集落営農組織は将来的に農地の受け皿にな

る組織」だと期待している。

今後,この層を中心に集落営農組織への作業の

流動化,さらには農地の流動化が進んでいく可能

性は高いと考えられる。しかし,仮に組織への農

地の流動化が進んだとしても,畦畔管理や水管理

などできる作業はやっていきたいという農家が多

く,単なる農地貸付者とまではいかないようであ

る。

(ウ)個別展開の認定農業者(類型Ⅲ)

集落営農組織に参加していないこの類型には2

戸が該当する。水田経営面積が集落で最大である

Z農家は9.4ha(自作地3.5ha)で,α農家は4.9ha(自

作地1.2ha)である。前者は集落外の借地が5.5ha

と大きく,小作料は集落内外を問わず10a当たり

1万5,000円であるのに対して,後者は集落内に

3.3haをもち,小作料は集落内外ともに10a当たり
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2万円である。いずれも積極的な借地拡大をして

きたわけではなく,親戚や知人から頼まれて借地

している。

経営主は60歳前後で夫婦2人が農業専従で,安

定的な他産業に従事する後継者ないしその妻が繁

忙期に手伝うという構図である。農作業機械を個

別に装備しており,稲作については自己完結的に

営農を行っている一方で,大豆作については耕起

作業以外を大豆生産組合に委託している。もとも

とK水稲生産組合との間で作業の受委託関係がな

く,自己完結的な経営を続けてきたのであり,機

械の更新についても個別に更新していく意向で

あった。

Z農家は,水稲8.5ha,大豆50aに加えて畑の借

地で55aの葉タバコを栽培している。生産調整は

大豆50aに加えて自己保全管理40aのみの対応であ

る。農産物販売総額は1,000万円で米が800万円,

葉タバコが180万円である。α農家は,水稲3.4ha,

大豆1.lhaであり,生産調整は大豆1.1haに加えて

24aの自家消費野菜で対応している。農産物販売

総額は300万円である。

今後の経営展開について,Z農家は労働力の面

で現在の規模がギリギリであり,借地の依頼が

あっても,引き受けられないため,他の農家に回

してもらうようである。後継者が農業専従になら

ないかぎりは現状維持とのことであるが,「収入

が不安定であり息子には農業は勧められない」と

いうことからも,規模拡大の可能性はきわめて低

いようである。

α農家は農業所得が減っているため,所得確保

として規模拡大したいと考えている。ただし,拡

大するといってもあと1ha程度にとどまるよう

である。

経営安定対策には個別に加入しており,現在,

集落営農組織との間でメリットもデメリットもな

い状態であって,今後とも集落営農組織と棲み分

けしていくようである。個別展開を見せるこれら

の農家も,今のところK集落の農地の受け皿とし

て積極的に拡大していくような事態にはなりそう

もなく,もし農業後継者を確保できなかった場合
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は,集落営農組織への貸し付けも視野に入れてい

る。この層から見ても,集落営農組織は「将来的

には農地の受け皿になる組織」「もし自分ができ

なくなったら,農地を預けられるという安心感は

ある」と期待を寄せられている。

4)K集落の特徴と課題

K集落では,農業構造改善事業を契機としたK

水稲生産組合の設立によって,すでに稲作収穫作

業の受委託がある程度進展していた 3)。ただし,

この収穫作業の受委託についても,委託農家への

個別対応という性格が強く,作業効率を上げるた

めの調整などはできていなかった。経営安定対策

対応で集落営農組織を作る際,この作業受託組織

K水稲生産組合を母体とするのではなく新たにK

営農組合を別組織として立ち上げ,現在,K水稲

生産組合とK営農組合は別個に運営されている。

K営農組合は,これまでの個別対応的な集落の

水田農業のあり方にまったく変更を加えず,組織

形態だけが整えられての集落営農組織となつた。

つまり,K営農組合の活動は肥料・農薬の共同一

括購入と,枝番方式と呼ばれる米の共同名義販売

にとどまっている。稲作作業の効率化のための調

整や,転作作物の団地化も取り組まれないままで

ある。

しかし,今後を考えるとこのままの体制が長く

は続きそうにない。個別で田植え機械の更新がで

きるのは規模の大きな敷戸の農家だけであって,

すでに現在,機械作業の全てを委託している農家

も9戸ある。作業受託への要望は高まっており,

その引き受け手としてK稲作生産組合とK営農組

合が統合したものが期待されている。問題はオペ

レータの確保である。現在のオペレータ層の年齢

は高く,積極的にオペ出役を拡大したいと考える

農家が少ない。今後どのようにしてオペレータを

確保していくかがK集落の農業を維持していくた

めの課題となりそうである。

土地利用についての課題も大きい。米や大豆に

関わらず,組織への作業委託については,個人ご

と,圃場ごとに収穫・乾燥調整が行われており,

非常に効率が悪い。今後オペレータが不足してい

くのであれば,個々の経営地(所有地)にこだわ

らない作業順序・管理が可能な土地利用調整と,

さらには米のプール計算も検討することで効率

化,ひいては低コスト化を追求することが急務の

課題であろう。これは転作対応からも重要な課題

である。現在,個別の経営地の中で条件の悪い圃

場が転作に回されており,バラ転で作業効率が悪

く,転作作物の収量も低くなっている。ただでさ

え条件の悪い圃場が転作に固定されているため連

作が常態化している。これまで個別的土地利用が

維持されてきた要因のひとつには,基盤整備が早

い段階で入ったものの,その後の整備が実施され

なかったことによって排水不良などが解消されて

おらず,圃場条件の差が大きいことがあげられる。

4。秋田県における集落営農組織の課題

秋田県では米への依存度が高く,近年の米価下

落基調のもとで,農業所得が減少していた。また,

2～4haの中規模層が厚く存在していたが,こ

のままでは経営安定対策に加入することができな

いという危機感が県やJAグループにはあった。

そうした中で,県やJAグループの努力の成果と

して集落営農組織が数多く設立されることとな

り,秋田県は滋賀県,富山県に次ぐ集落営農組織

数となった。その結果,経営面積における集落営

農のシェアは高まっている。

しかしながら,経営安定対策への加入を目的に

設立された集落営農組織が圧倒的であり,組織化

された営農にはなっていない集落営農組織の40%

が経営安定対策に米のみで加入しているが,米に

ついては,共同作業などの実態に乏しく,資材の

一括購入と共同名義販売にとどまっているのが実

態で,経営安定対策対応で設立された集落営農組

織はその内実は経営実態に欠ける組織が少なくな

い。県中央会開発の「一元」というソフトによっ

て,建前上は販売が一元化されているが,個々の

経営を積み上げたにすぎない(構成員ごとの枝番

管理 4))。つまり,「品目横断的経営安定対策加入

前の営農形態を踏襲したまま,経理事務のみを一
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図8農家所得と家計費

元化した運営形態」なのである 5)。

したがって,組織化による省力化やコストの低

減にはつながっていない。それは水稲部門だけで

なく事例で見たように転作大豆についても同様で

あった。

ところで,秋田県において,現在の個別的な農

業経営を維持させている要因は何であろうか。農

業所得と家計費の関係をみた図8では,秋田県の

属する東北地方は農外所得+年金だけでは家計費

を充足することができず,農業所得を加えてよう

やく家計費水準を上回るのであって,家計費充足

にとって農業所得が不可欠になっている。した

がって,農業すなわち稲作からの撤退が兼業農家

にとって困難と考えられるのである。

また,たとえ兼業農家が離農した場合であって

も,主たる従事者への作業の集中とそれによる所

得確保は難しいようである。秋田県農業試験場の

調査によれば,秋田県の集落営農組織の主たる従

事者の所得は1人当たり136～205万円とのこと

であった 6)。例えば水稲+大豆を対象とする経営

規模が40haの集落営農組織では,主たる従事者

1人当たり労働時間は最大でも1,092時間にしか

ならない。「効率的かつ安定的経営」の労働時間

は1,800～2,000時間が目標とされていたことを考

えると,そのおよそ半分しかない。さらに,規模

拡大したとしても,旬別最大労働時間を超えてし

まい,主たる従事者1人当たりの総労働時間の伸

びは少なく,逆にそれ以外の労働者の時間が増え

るだけになるという 7)。

つまり,兼業農家等の離農ないし集落営農活動

からの後退は,低賃金構造および農家経済状況の

点から社会経済的に難しく,仮に離農したとして

も,主たる従事者に作業集中することは物理的に

も困難なのである。したがって,当面としてはこ

の体制を維持した集落営農で行かざるを得ない。

しかし,それはいつまでも続いていくものでも

ない。一方で農業収入および農外収入の両方の縮

小によって,兼業農家での機械更新が不可能と

なってきており,新たな作業受託の展開を含めた

集落営農組織の機能強化が求められるからであ

る。他方で,オペレータの高齢化にともない,次

世代オペレータの再生産を図っていく上でも,集

落営農組織の作業効率化や収益拡大が必要となっ

てくる。

これらへの対応としてまず集落営農組織が取り

組むべきことは,土地利用型部門での作業効率化

のための土地利用調整や,個々の経営地(所有地)

にこだわらない作業順序・管理を目指すことであ

り,さらにはプール計算まで行うなど実質的な協

業経営化を進め,低コスト化を徹底的に追求した

上で,複合部門の導入による所得確保が検討され

ることになるであろう。もしこのように展開でき
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れば,秋田県における経営安定対策対応の集落営

農組織設立は,集落における土地利用調整の枠組

みを作ったことにその意義が見出されよう。
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