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水田農業・安定兼業地帯における集落営農の組織化と農地利用の変化
-富山県南砺市福光地区における現地事例調査報告-

国学院大学兼任講師　神山安雄

1.はじめに(課題と方法)

(1)本稿の課題

富山県農業の特徴は,「水田農業・安定兼業地帯」

という言葉に象徴される。とくに県西部の砺波地

域は,その特徴が際立っている。農家の総兼業化,

農業担い手の減少と高齢化が進むなかで,集落営

農が広範に組織されるとともに,農業経営・作業

受託組織である農業法人経営が広範に形成されて

いる。

水田農業・安定兼業地帯における集落営農組織

が,2004年度に始まる米政策改革,07年度の品目

横断的経営安定対策・08年度からの水田経営所得

安定対策の下で,どのように変化し,農地利用を

変化させているのかについて,集落営農が密度濃

く組織化されている砺波地域の南砺市福光地区に

おける事例を中心にして調査・分析することが本

稿の課題である。

(2)富山県農業の特徴

水田農業・安定兼業地帯という言葉に象徴され

る富山県農業の特徴をみることで,まず,本調査

の位置づけをしておきたい。

富山県農業の第一の特徴は,水田農業地帯とい

うことである。水田率は96.0%(全国平均54.4%)

と全国一位であり,水田の圃場整備も全国に先が

けて進められ,30a区画以上の圃場整備率は,整

備が必要な面積の78.9%(全国平均56%)と全国

トップクラスである。

第二の特徴は,米に特化した生産構造をもつ

ことである。農業粗生産額758億円(2005年度)

のうち,米が556億円と全体の73.3%(全国平均

23.0%)であり,米を中心にした生産構造であ

る。一方で,県特産のチューリップや白ネギ,日

本ナシ,干し柿などの園芸振興,畜産の振興によ

り,農業粗生産額の構成は,米のほかに,畜産

13.1%,野菜4.9%,果実2.1%,花き1.8%となっ

ている。

第三の特徴は,農家の兼業化がいちじるしく

進んでいることである。05年農林業センサスに

よると,富山県の総農家数39,263戸のうち,自給

的農家は7,800戸(19.9%),販売農家は31,463戸

(80.1%)である。販売農家のうち,専業農家3,071

戸(総農家数の7.8%),第一種兼業農家2,395戸(同

6.1%),第二種兼業農家25,997戸(同66.2%)で

あり,販売農家に占める兼業農家の割合は90.2%

(全国平均77.4%)である。これは,圃場整備が

進み農業機械が普及して稲作の省力化が進んだ一

方で,農外への就業機会に恵まれていることから,

農業労働力が兼業形態で農外へ流出した結果であ

る。

第四の特徴は,こうしたなかで,農地利用の集

積による認定農業者等の経営規模拡大と集落営農

の組織化が進んでいることである。農地の利用

権設定率は06年度末22.3%(全国平均12.4%)で,

全国二位である。認定農業者数は増加し,07年度

末1,365経営となっている。集落営農の組織化も

進んで,集落営農組織数は2000年348組織から07

年566組織に増え(図1),そのうち特定農業団体

数は07年度末349組織であり,集落営農は経営の

複合化,法人化,特定農業法人化への動きを進め

ている。

富山県農業・農村振興計画(2007年4月策定)は,

認定農業者(05年1,037経営)の育成目標を2011

年1,400経営,2015年1,450経営としている。一定
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図1富山県の集落営農組織の推移(1992～2007年)

要件を満たす集落営農である特定農業団体(05年

107組織)の育成目標を11年450組織,15年440組織,

法人経営(05年247経営)の育成目標を11年400経

営,15年460経営としている。

以上のように,水田農業・安定兼業地帯である

富山県においては,認定農業者・農業法人による

農地借り入れをつうじた経営規模拡大が進むとと

もに,一方,認定農業者などの基幹的な担い手の

いない集落・地域を中心にして,集落営農の組織

化が進んでいる。

(3)本調査の方法

水田農業・安定兼業地帯である富山県のなかで

も,特に県西部の砺波地域は水田農業・安定兼業

地帯としての性格が強く,認定農業者・農業法人

による農地借り入れを通じた規模拡大と,集落営

農の組織化が進んでいる。砺波地域においては,

集落営農が密度濃く組織化されており,なかでも

南砺市,そのなかでも福光地区(旧福光町)は福

光農協の主導する「一町(一地域)一農場」構想

の下で集落営農の組織化が進んでいつた。

本調査の課題は,2004～06年度米政策改革一

期対策,2007年度からの「農政改革」,とくに品

目横断的経営安定対策=水田経営所得安定対策,

米政策改革推進対策の下で,水田農業・安定兼業

地帯における集落営農組織がどのように変化して

いるか,特に農地利用がどのように変化している

のかについて実態を調査しようとするものであ

る。

米政策改革が始まろうとする前年の2003年11

月,私たちはこの砺波地域を調査した。米政策改

革については,このとき,すでに大綱と水田農業

構造改革交付金のガイドラインが政府から示さ

れ,04年産米からの実施にむけて市町村の水田農

業ビジョン策定の検討が始まっていた。米政策改

革における米価下落対策は,①稲作所得基盤確保

対策(米価下落分の5割を補てん)に加えて,②

担い手経営安定対策(米価下落分を9割まで補て

ん)を上乗せするものであつた。担い手経営安定

対策に加入できる「担い手」は,認定農業者(都

府県4ha以上,北海道10ha以上)と,一定の要

件を満たす集落営農(20ha以上,中山間地域で

はその5割程度以上)であつた。集落営農の「担

い手」としての要件は,面積要件のほか,「経理
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表1砺波地域の担い手への土地利用集積(2002年度)

の一元化」「5年程度以内での法人化の計画」「主

たる従事者の所得目標の設定」などであった。こ

うしたなかで,集落営農がどのように対応しよう

としているのかについて,共同調査を実施して,

調査報告をまとめている(注1)。

今回は,米政策改革一期対策と品目横断的経営

安定対策・米政策改革推進対策をくぐりぬけるな

かで,集落営農組織が前回調査と比較してどのよ

うに変容したかについて,特にその農地利用の変

化について聞き取り調査した。南砺市福光地区(旧

福光町)の前回調査対象となつた広谷・大塚・岩

木の3営農組合に加えて,人母営農組合も調査対

象とした。前回の調査対象となった3営農組合が

すでに法人化しているのに対して,人母営農組合

は08年初めに特定農業団体として組織しなおされ

た。法人化された集落営農と特定農業団体とを比

較するために,新たに1営農組合を調査対象に加

えることにした。

2.富山県砺波地域農業と福光地区農業

(1)砺波地域農業の特徴

砺波地域は,富山県のなかでも特に水田率の高

い地域である(表1)。水田の30a区画以上の基

盤整備率も高く,稲作の機械化による省力化が進

んでおり,農家の兼業化率も高い。このため,認

定農業者などや農業法人経営による農業経営受

託・農作業受託が進んで,認定農業者や農業法人

の農地借り入れをつうじた規模拡大が進んでいる

地域である。一方で,基幹的な担い手である認定

農業者などのいない集落・地域においては,集落

営農の組織化が早い時期から進んでいた(表1)。

砺波地域のなかでも,砺波市は認定農業者や農

業法人による農地利用集積が進んでいる地域であ

り,これに対して南砺市は比較的,集落営農組織
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表2福光地区の認定農業者・集落営農組織(2008年度)

への農地利用集積が進んでいる地域である(表

1)。

このため,米を中心とした農業生産構造となつ

ており,米生産調整での転作先の作物は大麦・大

豆といった主穀作になっている。園芸作物では,

砺波市を中心にチューリップ球根生産,南砺市を

中心に干し柿生産が振興されている。

(2)南砺市福光地区農業の特徴

南砺市は2004年11月,8町村の合併によって

成立した。富山県の南西端に位置する面積669k

㎡,人口5万8,000人の市である。市北部は平野部,

南部は中山間地域である。

南砺市もまた,水田率が高く,農家の兼業化が

著しく進んでいる地域である。市北部の平野部で

は認定農業者・農業法人による農地利用集積が進

み,中山間地域を中心に集落営農の組織化が進ん

でいる。

福光地区(旧福光町)は,福光農協が「一町(一

地域)一農場」構想を早くから打ちだして,集落

営農の組織化を進めてきた。集落営農の下で水稲

作と麦・大豆転作を進めて,水稲作(米作)につ

いては集落営農単位に品種や主食用・加工用・酒

造用などの作付けを割り当て,カントリー・エレ

ベーターを利用しながら代表者名義の出荷とし

て,米価は共同計算プール方式としてきた。

福光地区には集落営農が密度濃く組織されてお

り,砺波地域のなかでも砺波市や南砺市全体とく

らべて集落営農(生産組織)の面積シェアが高

い(表1)。福光地区内には08年現在,集落営農

が69組織あり,そのうち42組織が共有する農業機

械による共同作業をおこなう協業組織であり,7

組織が集落営農を法人化している(表2)。これ

らの集落営農組織が,地区内農地面積(水田面積

2,513ha)の約2/3(66%)をカバーしている。

認定農業者数は08年現在,25経営と砺波地域内の

他地区にくらべて少なく,認定農業者の面積シェ

アは7%にすぎない(表2)。

福光地区の集落営農組織69組織のうち,協業

組織(42組織)・法人組織(7組織)の経営規模

は,集落を組織基盤としているため,10～40ha

が多く,特に20～40ha規模がおよそ半分を占め

ている。そのなかでも,集落営農法人は経営規模

40ha以上が過半の4法人となっている。転作協

業組織20組織は,大豆・大麦転作の受託組織であ

り,経営規模20ha未満が多く,10ha未満が7組

織(35%),10～20haが6組織(30%)である(表

3)。

集落営農法人以外の農業法人のうち,1法人は

農家3戸が共同出資・共同経営する有限会社(経

営面積161ha)である。広範に密度濃く集落営農

が組織されている福光地区にあって農家共同経営

の農業法人(有限会社)が成立している要因は,

水田の整備率が高い福光地区においても市街地の

周辺集落では農家の兼業化と高齢化が進んだ結

果,圃場整備事業の未実施地区があり,未整備田

が多くなっているためである。市街地周辺の小区

画・不整形水田の経営・農作業を受託する組織と

して担い手農家共同経営の農業法人が立ち上げら

れ,これを土台にしながら,他集落他町村へと
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表3福光地区の経営規模別集落営農組織・法人数

経営面積を拡大していったのである。

以上のように,担い手農家共同経営の農業法人

1経営を除けば,福光地区は集落営農が広範に密

度濃く組織され,地区内水田面積の約2/3をカ

バーしている。米に特化した水田農業地帯で,兼

業農家が広範に存在する地域において,米の計画

的な生産と販売,麦・大豆転作による生産調整を

進めていくために,福光地区では早くから集落営

農が組織化されていった。その福光地区の集落営

農は,04年度からの米政策改革,07年度からの品

目横断的経営安定対策・水田経営所得安定対策の

下で変化することになった。

3.「農政改革3対策」に対する福光地区の対応

(1)品目横断的経営安定対策・水田経営所得安

定対策への対応

福光地区における07年度品目横断的経営安定対

策への加入状況は,認定農業者が21経営,加入面

積556ha,集落営農(特定農業団体)が35経営,

913haの加入である。08年度水田経営所得安定対

策への加入状況は,認定農業者が22経営,加入面

積642ha,集落営農(特定農業団体)が40経営,

972haの加入であった(表4)。

07年度品目横断的経営安定対策への認定農業

者,集落営農を合わせた総加入面積1,470haは,

福光地区内の水田面積(2,513ha)の58.5%に相当

し,主食用米・麦・大豆の延べ作付面積(2,273ha)

の64.7%に相当する。08年度水田経営所得安定対

策への総加入面積1,614haは,地区内の水田面積

の64.2%,主食用米・麦・大豆の延べ作付面積の

71.0%に相当している。

品目横断的経営安定対策・水田経営所得安定対

策への福光地区における加入状況の特徴は,第一

に,加入経営数に占める集落営農の割合が65%,

加入面積に占める集落営農の割合が60%と,認定

農業者の加入状況を大きく上まわっていることで

ある。認定農業者の加入経営数が93%を占める全

国平均では,加入面積に占める集落営農の割合が

26%であり,全国平均より集落営農の加入経営数

割合が多い富山県平均でも,加入面積に占める集

落営農の割合は34%である(表4)。福光地区の

集落営農の加入割合は,格段に高い。

第二の特徴は,麦・大豆作はもちろん,米の加

入率も高いことである。07年度品目横断的経営安

定対策への麦の加入面積(137ha)は,地区内の

大麦作付面積(138ha)の99.3%に相当する。大

豆の加入面積(288ha)は,地区内の大豆転作面

積(288ha)の100%である。米の07年度加入面

積(1,045ha)は,主食用水稲作付面積(1,792ha)

の58.3%に相当している(表4,表5)。以上の

ように,福光地区は小規模農家も含めて広範に集

落営農が組織されており,また,次姉(3(2)節)
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表4品目横断的対策・水田経営所得安定対策加入状況

で述べるように,一定要件を満たす集落営農は,

米政策改革一期対策の担い手経営安定対策に「担

い手」(特定農業団体)として加入していた経過

もあり,品目横断的経営安定対策・水田経営所得

安定対策に対して集落営農を「担い手」として対

応しているのである。

第三に,福光地区における08年度水田経営所得

安定対策への対応は,集落営農,認定農業者とも

加入経営数,加入面積を増やしている(表4)。

これは,対策への加入面積要件が市町村特認の創

設によって事実上なくなったこともあるが,なに

よりも集落営農組織が「担い手」(特定農業団体)

としての要件を整えて水田経営所得安定対策に加

入していったためである。

以上のように,品目横断的経営安定対策・水田

経営所得安定対策に対する福光地区の対応は,集

落営農を中心にして認定農業者・農業法人経営も

加わって,麦・大豆作ではほぼ100%が加入し,

米でも高い加入率となっている。

(2)米政策改革・米生産調整への対応

福光地区の米生産調整への対応は,従来から集

落ごとの生産組合を単位とする取り組みであっ

た。たとえば,水田利用再編対策第3期対策(1984

～86年度)から他用途利用米制度がはじまるが,

福光地区(旧福光町)は他用途利用米の作付面積・

数量を生産組合単位に割り当て,米の作況をみた

上で他用途利用米の出荷数量を調整するという手

法をとっていた。米の生産調整目標面積も集落単

位の生産組合ごとに割り当てる方式をとった。

米の生産調整を着実に実施するのと同時に,農

協が米の品種別・用途別の生産・集荷・販売を計

画的におこなう上で,集落単位の生産組合ごとに

作付面積・数量を割り当て,カントリー・エレベー

ターをつうじて調整するシステムの方が効率的・

合理的であった。福光農協が実施してきた「一町

(一地域)一農場」構想の根拠は,米の生産調整

の実施と米の販売戦略のなかに位置づけられてい
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るのである。

米政策改革一期対策(2004～06年度)におい

ても,同様の手法がとられた。米政策改革では,

転作実施面積とともに,主食用水稲の生産目標数

量・作付面積も割り当てることになったが,これ

も集落単位の生産組合ごとに割り当てることにし

た。

米政策改革の開始当時においても,福光地区に

は生産組合(生産組織)が64組織あり,そのうち

38組織が農業機械の共同利用をおこなう集落営農

組織であり,そのうちの27組織が共同作業をおこ

なう協業組織であつた(表1)。集落営農協業組

織は,集落内の農地(水田)の稲作基幹作業を協

業でおこなう組織であり,集落内の稲作基幹作業

の3分の2以上を集積しているという「特定農業

団体」としての要件を満たしていた。そこで,集

落営農協業組織の多くは,「定款・規約の作成」「経

理の一元化」「5年後までを目途とした法人化の

計画」「主たる従事者の所得目標」という「担い手」

としての特定農業団体の要件を満たして,米価下

落対策である稲作所得基盤確保対策と担い手経営

安定対策に加入し,米価下落分の9割までの補て

んを担保していった。

福光地区における米政策改革下の米生産調整実

施状況の特徴は,第一に,07年度の転作実施面積

の40%が大豆転作であり,18%が大麦転作である

ことである(表5)。転作実施面積の約6割が大豆・

大麦転作で対応されており,しかもこの大豆・大

麦転作は,集落営農の組織されている地域(集落)

では,集落営農の協業によって実施されている。

第二の特徴は,年々増えてきた加工用米の生産

が07年度には転作実施面積の24%を占めるまで増

加していることである(表5)。生産調整(転作等)

に必要とされる面積が地区内水田面積の29%にま

で拡大(強化)され,他の作物への転作実施に限

界感が生じるなかで,福光地区は,生産調整数量

としてカウントされる加工用米の作付け・生産に

よって,必要とされる生産調整数量・面積を消化

していった。

米政策改革一期対策での産地づくり交付金の単
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価は,重点作物である大麦・大豆・飼料作物では

基本助成10a当たり5,000円,集約生産利用助成

4万円,土づくり加算8,000円,合計最高額5万

3,000円で,加工用米は10a当たり3万円であっ

た。これが,07年度には,大麦・大豆・飼料作物

は基本助成10a当たり5,000円,集約生産利用助

成3万5,000円,土づくり加算6,000円,連作加算

5,000円,3作加算1万円,合計最高額5万1,000

円～5万6,000円に増額され,一方,加工用米も

10a当たり3万5,000円に増額された(注2)。加工

用米の作付け・生産を誘導する措置である。

加工用米の作付面積もまた,集落単位の生産組

合ごとに年々拡大した面積・数量が配分されてい

る。

以上のように,福光地区の米政策改革への対応

は,必要とされる生産調整数量・面積は大豆・大

麦転作と加工用米の実績算入によって主として集

落営農が協業により対応する一方で,集落営農協

業組織の多くは,「担い手」としての特定農業団

体の要件を満たしながら,米価下落分の9割まで

補てんされる担い手経営安定対策に加入していく

ものであった。品目横断的経営安定対策・水田経

営所得安定対策において,福光地区の麦・大豆の

加入率だけでなく,米の加入率が高いのは,こう

した米政策改革一期対策に対する対応の延長線上

にあるためである。

(3)農地・水・環境保全向上対策への対応

農地・水・環境保全向上対策は,品目横断的経

営安定対策・水田経営所得安定対策と車の両輪と

位置づけられて,07年度から開始された。農道・

用水路・ため池など地域農業資源の計画的な点検・

簡易な補修等の地域共同活動に対する支援,その

共同活動実施地区内において相当程度のまとまり

をもっておこなわれている減農薬・減化学肥料栽

培などの営農活動に対する支援をおこなう仕組み

である。

福光地区における農地・水・環境保全向上対策

への取り組み(表6)は,第一に,33地区の活動

組織が水田1,000ha余りを対象にして実施してい
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る。福光地区は,広範に集落営農が組織されてい

る地区であり,この集落営農組織を核にして,地

域住民組織も参画して取り組みがおこなわれてい

る。

第二に,減農薬減化学肥料栽培などの営農活動

支援への取り組みは,福光地区ではおこなわれて

いない。南砺市の10数地区では水稲の減農薬減化

学肥料の特別栽培への取り組みがおこなわれてい

る。福光地区では,米生産調整に対する減農薬減

化学肥料など減収カウントによる対応がなく,加

工用米での対応が進められている(3(2)節)。

このため,福光地区には,相当のまとまりをもっ

た減農薬減化学肥料栽培などの取り組みがないと

いえる。

4.集落営農の組織化と農地利用

(1)福光地区における農地移動の変化

07年度からはじまった「農政改革3対策」,と

くに品目横断的経営安定対策・水田経営所得安定

対策は,米・麦・大豆を対象にした生産条件不利

是正の面積払い交付金,数量払い交付金と減収補

てんのための交付金の交付対象を,一定規模以上

の認定農業者と一定要件を満たしている集落営農

(特定農業団体)という「担い手」に絞りこむこ

とによつて,日本農業の構造改革,とくに小規模

農家を中心にして担われている水田農業の構造改

革をうながすという狙いをもっていた。

富山県,とくに県西部の砺波地域は,従来から

集落営農が広範に組織されている地域であり,品

目横断的経営安定対策・水田経営所得安定対策に

集落営農組織を中心にして取り組んでいる。

富山県の認定農業者数は07年度末1,365経営(05

年度末1,037経営)に増え,一定の要件を満たす

集落営農である特定農業団体の数も07年度349組

織(05年度107組織),法人経営数も07年度325法

人(05年度247法人)に増えた。「担い手」要件を

満たして08年度の水田経営所得安定対策に加入し

ている認定農業者・農業法人,特定農業団体の県

内農地面積に占める経営面積の割合は,42.2%(05

年度末29%)に増加した。その背後では,「担い手」

による利用権設定(農地の貸借)をつうじた農地

利用集積が進んでいる。富山県全体の利用権設定

面積は,04年度10,823ha(前年度にくらべ958ha増)

から05年度11,623ha(800ha増),06年度13,662ha

(2,039ha増),07年度15,416ha(1,754ha増)と年・々

拡大して,利用権設定率は07年度25.2%(04年度

17.6%)に高まった。

以上の利用権設定面積の推移にみられるよう

に,07年度からの品目横断的経営安定対策・水田

経営所得安定対策の開始は,「担い手」としての

面積要件を満たすために,開始前の準備段階であ

る08年度と09年度に認定農業者など「担い手」へ

の農地利用集積を急速に進めたのである。

砺波地域の南砺市福光地区は,広範に集落営農

表6農地・水・環境保全向上対策への取り組み状況(2007-08年度)
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図2富山県の集落営農組織の推移(1992～2007年)

が組織されている地域である。そのため,福光地

区では,担い手農家の共同経営である農業法人1

経営を除いて認定農業者への農地利用集積はそれ

ほど進んでいない。しかし,福光地区においても,

農地保有合理化事業転貸事業の利用権のストック

は07年度328.5haにまで増加した。利用権の新規

設定・再設定を合わせた設定面積でも,05年度は

150ha,06年度は119haにまでなっている(図2)。

福光地区の集落営農協業組織は,前述したよう

に,米政策改革一期対策のなかで「担い手」要件

を満たして特定農業団体として担い手経営安定対

策に加入していった。その要件のひとつが,「5

年後を目途とした法人化の計画策定」である。こ

の要件を具体化するために集落営農協業組織のい

くつかは法人化していくが,集落営農が法人化し

た場合協業組織では農作業受委託にとどまって

いた農地利用集積も,新設の農業法人による農地

利用権の設定(賃貸借)へと変容していくことに

なる。

米政策改革一期対策で担い手経営安定対策に加

入していつた福光地区の集落営農や認定農業者に

あっては,水田経営所得安定対策の開始とはかか

わりなく,早い段階から農地利用集積の動きが出

はじめていた。集落営農の法人化が,それまでの

農地法制にもとつかない経営受託などを,農地法

制にもとつく農地利用権設定(賃貸借)として表

に出していったともいえる。

南砺市農業委員会は合併後,農地利用権の設定

(賃貸借)を進めていく上で目安となる標準小作

料などを徐々に整えていつた。しかし,南砺市は

平坦地域から中山間地域までの8町村が合併して

おり,標準小作料額は市一本で算定するのではな

く,旧8町村の地域のそれぞれの実情を踏まえた

算定になっている。そのため,圃場整備率など圃

場条件や米生産調整の実施状況などを踏まえて,

旧町村ごとに異なる算定方法によって標準小作料

を算定・策定している。例えば,福光地区は,圃

場条件30a区画を前提にして米の平年収量を基準

に標準小作料額を算定しており,①(目安となる

収量が10a当たり530kg)10a15,400円,②(同

520kg)13,900円,③(同500kg)11,100円,④(同

470kg)7,000円,⑤(同450kg)4,200円―－の5

段階である。一方,隣接の福野地区(旧福野町)

は,米生産調整を考慮した生産調整込みの標準小

作料額の算定をしており,同じ10a当たり収量で

あっても,(1)(標準的な整形田,目安となる収
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量10a当たり530kg)10a当たり12,900円,(2)(収

量のやや劣る整形田,同520kg)11,800円,(3)(収

量の劣る田・不整形田,同510kg)10,900円

の3段階になっている。また,山間地域の平地区

(旧平村)および上平地区(旧上平村)はそれぞ

れ全域で10a当たり7,000円,利賀地区(旧利賀村)

は[1](整備田)10a7,000円,「2](未整備田)4,200

円,[3](畑)1,800円――といった具合である(2007

～09年産農作物に適用)。

また,南砺市農業委員会は,農作業標準料金も,

標準地(1区画30a以上)・中山間地(1区画10

a以上)別に,水稲作や大豆作,大麦作の機械作

業料金などを細かな作業ごとに策定している。

農業委員会によるこうした地域の実情に応じた

標準小作料・農作業標準料金の策定が,農地利用

権の設定(賃貸借)を進めるための基礎となって

いることは確かである。

(2)集落営農の組織化・法人化と農地利用

福光地区(旧福光町)の集落営農数は,03年11

月調査時点の57組織から08年11月時点では69組織

に増加し,そのうち集落営農法人数は,03年2法

人から08年7法人に増加している。03年11月に調

査対象とした広谷・大塚・岩木の3営農組合は,

いずれもこの間に農事組合法人になっている。こ

の3営農組合については,03年時点と08年時点と

を比較しながら,特に農地利用の変化についてみ

ていくこととする。一方,入母営農組合は,設立

当初からの協業組織形態がいったん崩れた後,08

年初めに再び協業組織形態を復活させた。入母営

農組合を今回調査対象に加えたのは,3つの集落

営農法人と集落営農・協業組織とを比較検討する

ためである。

今回の調査対象とした集落営農4組織の概要

は,(表7)に示したとおりである。組織および

農地利用の変化について先取りして述べておく

と,この間にいずれも農事組合法人となった広谷・

大塚・岩木の3営農組合は,それまでの農作業・

経営受委託という組合員(構成員)農家との関係

を,法人化を機に,利用権の設定という農地賃貸

借の関係に変貌させた。03年当時の集落営農協業

組織の時代と比較し,また現在,集落営農協業組

織である入母営農組合と比較することで,集落営

農の法人化の意味について検討していきたい。

①広谷営農組合

a.組織形態

広谷営農組合は,中山間地域・広谷集落内の農

家30戸(08年現在では28戸)が組織している集落

営農組織(農事組合法人)である。広谷営農組合

は,1974年,圃場整備(30～20a区画)完了と

ともに機械利用組合としてスタートした。その後,

協業組織形態をつづけてきたが,2008年1月に法

人化(農事組合法人)した。

04年からの米政策改革の下で,広谷営農組合は

「特定農業団体」として米価下落分の9割まで補

てんする担い手経営安定対策に加入するが,その

加入要件のひとつが「5年以内を目途にした法人

化計画の策定」であった。それ以前からも法人化

を検討してきた経緯がある。

福光地区の集落営農は,福光農協の「一町(一

地域)一農場」構想の下で,米の出荷は代表者名

義もしくは組織名義として経理を一元化して,集

落内の水稲作と大豆・大麦転作を協業形態でおこ

なっている組織が多い。そうした集落営農は,集

落内の2/3以上の農作業面積を受託していると

いう「特定農業団体」の要件を満たしている。

広谷営農組合も,そうした特定農業団体の要件

を満たす組織であるため,04年度からの米政策改

革の下で「特定農業団体」として担い手経営安定

対策に加入していった。その後,品目横断的経営

安定対策が07年度から開始されることから,法人

化計画を具体化するために06年7月から法人化を

めぐる議論がはじまった。当初から08年に農事組

合法人に組織替えする方針を決めて,協議をつづ

けた。およそ1年半に全体での協議が8回,役員

会を中心にした協議が7回におよんでいる。その

結果が,08年1月の「農事組合法人広谷営農」の

設立であった(注3)。

農事組合法人の出資金は,広谷営農組合を設立
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表7調査対象集落営農組織・法人の概要

した74年以来,組合員農家が幾度かおこなってき

た出資金の残高を充てた。戸割,面積割の出資で

1円単位までの計算であったため,出資金は1口

1円である。田植え機(3台),トラクター(4

台),コンバイン(1台),防除機除草剤散布機

フォークリフトなどの農業機械や育苗ハウス,格

納庫,管理棟などの建物,備品などすべてを法人

が受け継いだ。

b.協業内容

広谷営農組合は,08年度は水稲作34ha(うち

直播1ha),大豆転作4haを協業形態でおこなっ

ている。水稲作のうち5.2haは加工用米で,転作

カウントされている。集落内を東西中南北の5

班(1班5～6戸)に分けて作業班を編成し,水

稲作は,育苗,耕起・代かき,田植え,防除,刈

り取り作業を協業で,乾燥・調製は農協のカント

リー・エレベーターを利用している。水管理と畦

畔の草刈りは再委託の形態をとっている。大豆転

作作業は,耕起,播種,堆土(土寄せ),収穫作

業まですべて協業である(表7)。

水稲作(07年度)は,コシヒカリ19.2haのほか,

酒造用米の五百万石6.4ha,香城寺4.6ha,もち米

の新大正橋1.4ha,加工用米のてんたかく3.6haと,

作期の分散を図っている。

機械作業等への出役は,男女とも一律の時給

1,000円が支払われる。03年当時の出役賃金は,

男が時給1,050円,女が850円であつたが,一律賃

金に改定された。
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法人化を契機にして,広谷営農は3年計画で牛

ふん堆肥を10a当たり2トン投入する土づくりを

している。堆肥投入には10a当たり6,700円の経

費がかかるが,法人から堆肥散布助成金を10a当

たり1,000円支払っている。

c.農地利用等

農事組合法人広谷営農は,設立時に組合員農家

の農地(水田)合計39.8haに対して利用権を設定

した。水田の借地料は10a当たり5,000円である

が,水管理・畦畔管理(草刈り等)の再委託料

を「水田協定作業料金」として10a当たり15,000

円支払っているため,組合員農家の借地料など土

地に対する報酬は10a当たり20,000円になる。な

お,集落営農協業組織であった07年度は,水田の

「地代」相当分が10a当たり5,000円,水管理・畦

畔管理の再委託料である管理委託料が10a当たり

12,000円であつた。

用水分担金・土地改良負担金は10a当たり

12,000円になるが,全額を広谷営農が負担してい

る。

また,法人として,自集落内の水稲作,大豆転

作以外に,隣接集落の農家から全面作業2ha,田

植え作業2ha,収穫(コンバイン)作業5haを

受託している。03年当時は,他集落農家からの作

業受託をおこなつていなかった。法人化した広谷

営農は,08年には作業受託をして,その分規模拡

大している。作業料金は,農業委員会が策定した

標準作業料金によつており,田植え機(8条)作

業が10a当たり8,100円,コンバイン(6条)刈

り取り作業が10a当たり18,100円である。

広谷地区は専業農家1戸以外のすべてが第二種

兼業農家であり,集落営農は,青年団を卒業した

当時30歳代の後継者世代が集まり「地下たび会」

を組織して,「集落の農地を守ろう」という目的

ではじまった。そのための集落営農協業組織で

あった。集落営農協業組織としての34年もの歴史

をもつが,法人化して1年のメリットは,「堆肥

投入による土づくりの共同作業が実現したことく

らい」で,他に言うべきものはないという。集落

営農協業組織の時代には置いていなかった専従者

の人件費負担等デメリットの方が大きいと。

d.経営収支

広谷営農組合の2007年度経営収支(表8)は,

268.2万円の赤字である。これは,07年度米価が

下落した上に米・大豆とも不作であったこと,品

目横断的経営安定対策による米価下落等減収補て

ん交付金の支払いが08年6月下旬であったこと等

のためである。このため,広谷営農は,08年度予

算の事業外収益として減収補てん交付金300万円

を計上している。これを考慮すれば,広谷営農の

07年度経営収支はプラスマイナス・ゼロであった

といえる。

経営収支の特徴は,第一に,事業収入の大半が

米販売収入であることである。従来は作業受託を

していなかったため,米販売収入だけで運営され

る集落営農であった。第二の特徴は,事業収入だ

けでは不足する分を転作助成金(産地づくり交付

金)などの各種補助金・奨励金等の事業外収益で

補っていることである。事業外収益のうち,過年

度販売収入は,各種補助金などを折り込んでプー

ル計算された過年度の米販売収入である。

第三の特徴は,支出のうち,生産原価の72%を

物財費が占めるが,一方で専従者給与と出役賃金

の支払いである労務費が13%,支払い地代(10a

当たり5,000円)と水管理・畦畔管理に対する管

理委託料(07年度は10a当たり12,000円)を合計

した組合員農家に対する「土地報酬」が生産原価

の15%を占めることである。福光地区の標準小作

料は,30a区画・平年収量10a当たり530kgの水

田で10a当たり15,400円であり,水管理・畦畔管

理労働を含めた「土地報酬」10a当たり17,000円

は高いとはいえない。しかし,支出バランスから

いえば,〈高地代・低賃金〉の構造によつて集落

営農の組織維持が図られている。なお,法人化後

の08年度の管理委託料は10a当たり15,000円に引

き上げられたため,「土地報酬」相当分は10a当

たり20,000円となった。

第四に,品目横断的経営安定対策への加入負担

金(拠出金)は,制度が変わったために稲作経営

安定対策(稲作所得基盤確保対策・担い手経営安
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表8広谷営農組合の経営収支(2007年度)

定対策)の拠出積立金が戻ってきたため,この「戻

り」で相殺されている。

e.小結

広谷営農組合は,法人化後もこれまでと変わら

ず集落営農協業組織として運営されている。法人

化後に変わったことは,法人と組合員農家と間で

農地の利用権設定(賃貸借契約)がおこなわれた

ことと,専従者が置かれたことである。これに関

連して,03年時点とくらべると,08年法人化後は,

出役賃金が男女とも一律の時給1,000円に整理さ

れ,水・畦畔管理の再委託料は10a当たり15,000

円に引き上げられた。こうした組織運営の合理化

は,集落営農組織と組合員農家との関係を微妙に

変化させているといえる。

広谷営農組合は,前述したように,当時30歳代

の兼業農家の後継者たちが「集落の農地を守る」

ために立ち上げていった。後継者たちは「地下た

び会」を組織し,その奥さんたちは「ひまわり会」

を組織して,村まつりを復活させたり,会員の結

婚を祝う会をおこなったりして,むら(集落)の

維持を図ってきた。現在,「地下たび会」は中高

年の会「らくらく会」に組織替えし,青年団や「ひ

まわり会」は存続している。集落営農の法人化に

よって,農地利用は賃貸借契約関係となり,営農

との関わりは,出役賃金で表現される法人への出

役と,管理委託料として表現される水管理・畦畔

管理に整理されてきた。こうした組織運営の合理

化に対して,むら(集落)の維持を第一義として

きた「中高年の会」世代は多少の違和感をもって

いるようでもある。

広谷地区は,中山間地域等直接支払制度に水田

38haが対象となっており(直接支払交付金総額

480万円),また,農地・水・環境保全向上対策の

共同活動支援にも取り組んでいる(共同活動支援

交付金総額150万円)。こうした営農組合とは別立

ての対策への取り組みによって,むら(集落)の

維持を補っている。

②大塚営農組合

a.組織形態

大塚営農組合は,福光地区の山田丘陵平坦地の

集落内農家23戸が組織して,1987年に発足した集

落営農協業組織である。80年の第二次農業構造改

善事業による育苗・乾燥調製施設の整備をきつか

けに山田第3営農組合としてスタートしたが,87

年に集落内協業と近隣集落の作業受託をおこな

う組織として再スタートした。大塚営農組合も,

2004年度からの米政策改革の下で,担い手経営安

定対策に特定農業団体として加入した。そのとき

に「5年後までを目途にした法人化計画」を策定
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したが,07年度からの品目横断的経営安定対策の

開始をにらんで法人化を具体化するための検討・

協議をおこない,08年2月に農事組合法人大塚営

農に組織替えした。

大塚営農組合は,法人化したとはいえ,専従者

は置かず,稲作・転作の協業や作業受託といった

事業も従来どおりの内容を継続している。

だが,大塚営農組合は,設立当初からオペレー

ター集団を中心にした集落内外からの経営・作業

受託組織としての性格が強く,その受託組織が法

人化したともいえる。

b.協業内容

大塚営農組合は,08年度の水稲作32.7ha,大麦・

大豆転作7.6ha,育苗ハウスおよび野菜93a,果

樹(干し柿用カキ)47aで合計面積41.7haの経営

である。組合員農家からの借り入れ水田35.6haと

集落営農が解散した隣接集落の農家6戸からの経

営受託7haが大塚営農組合の現在の経営面積で

ある(作付面積との差が調整田面積)。

水稲作は,コシヒカリ15.1haのほか,酒造用米

の五百万石10.1ha,雄山錦4.2ha,もち米の新大正

精0.3ha,加工用米のてんたかく3.1haを作付けて,

作期の分散を図っている。

08年法人化にともなう作付面積の変化をみるた

めに,(表7)には07年度の作付面積を表示して

おいた。水稲作面積を増やし,大麦・大豆転作を

減らしているのは,転作対応の加工用米作付けを

増やしているためである。

水稲作の水管理・畦畔管理(畦草刈り)を除い

て,水稲作の基幹作業と大麦・大豆転作(二毛作)

作業のすべてを協業形態でおこなっている。水稲

の乾燥・調製も自前の乾燥・調製施設でおこなっ

ている。

組合員農家の経営規模は,0.5ha未満1戸,0.5

～1ha5戸,1～1.5ha6戸,1.5～2ha4戸,

2ha以上7戸(平均規模1.5ha)である。協業組

織として設立されたときから,組合員農家は水田

を営農組合に全面委託する形態をとつている。組

合長のほか中心的な担い手4戸(1.5～2ha2戸,

2ha以上2戸)のオペレ・一ター集団が主に営農

を担っている。組合員農家の多くは,水管理・畦

畔管理だけおこなう「委託農家」である。

以上のように,大塚営農組合は,集落営農協業

組織としての形態をとっているが,オペレーター

集団による集落内外からの経営・作業受託組織と

しての性格が強い。08年2月に組織替えした農事

組合法人大塚営農は,経営・作業受託組織が法人

化したという性格をもっている。法人化によって,

組合員農家は農地の貸し手,大塚営農が農地の借

り手という関係になるが,つぎに述べるように,

組合員農家が単なる農地の貸し手にとどまらず,

集落営農法人を構成する一員として役割を果たす

よう,経営水田の水管理・畦畔管理労働を配分し

ていく工夫がされている(次節c.参照)。

c.農地利用

農事組合法人大塚営農は,法人化を機に,組合

員農家の農地(水田)35.6haについて利用権設定

(賃貸借契約)をおこない,借地料は10a当たり

3万円に定めた。組合員農家の報酬は,借地料収

入のほかに,水・畦畔管理の委託料と出役賃金(時

給・男1,400円,女1,100円)が加わり,組合員1

戸が水田10a当たり換算合計で5万円ほどになる

計算である。法人化前の07年度は,収益配当10a

当たり5.3万円に管理委託料を加えると,10a当

たり7万円ほどになっている(表9)。08年度も

収益配当があるとすれば,07年度とそれほど変わ

らない報酬収入になる。

大塚営農の水管理・畦畔管理の委託料は,他の

集落営農とは異なる仕組みになっている。大塚営

農の場合は,組合員が所有する水田の管理をそれ

ぞれおこなうのではなく,大塚営農が組合員農家

個々に割り当てた水田について,水管理・畦畔管

理をおこなう仕組みである。割り当てられた水田

の性格によって管理委託料の単価が異なってい

る。管理委託料は,パイプかんがいで水管理に手

間のかからない水田が10a当たり1.5万円,川か

ら取水する水田が2万円,他集落の水田が2.3万

円である。調整田など休耕田は,畦草刈りだけに

なるため,10a当たり5千円の管理委託料である。

組合員農家の所有する水田の7～8割を他の組合
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表9大塚営農組合の経営収支(2002年度2007年度)

員が管理することになり,圃場ごとに管理者名を

書いた立て札が立っている。休耕田は所有面積の

大きい組合員農家から順に割り当て,管理する水

田のうち1～2枚が休耕田になる。

大塚営農は,集落営農協業組織の形態をとりな

がらも,育苗・乾燥調製施設を補助事業で導入し

ているため,設立当初から近隣集落の農家から作

業・経営受託することも目的として,集落内農家

からも全面受託した農地をオペレーター集団が経

営する形態であった。そのため,法人化後の経営

形態では,法人と組合員農家との関係を単なる〈農

地の借り手一貸し手〉の関係にしないために経

営水田の水管理・畦畔管理については組合員全体

が分担しておこなう仕組みがとられている。

d.経営収支

大塚営農組合の経営収支(表9)の特徴は,第
一に,02～07年度の間に事業収入を減少させて

いることである。これは,07年度が不作の年であ

り,米価が低落した年であるためである。

第二の特徴は,事業収入のうち米販売収入が大

きな割合を占めている(米販売収入が事業収入に

占める割合は02年度83%,07年度86%)が,大塚

営農組合は,広谷営農組合にくらべて,転作作物

である大麦・大豆の販売収入の割合が高く(事業

収入に占める転作作物販売収入の割合は,02年度

75%,07年度5.1%),作業受託収入の割合も高い

ことである(事業収入に占める作業受託収入の割

合は,02年度8.3%,07年度7.9%)。しかし,07年

度は,米価低落により米販売収入が減るとともに,

不作のために転作作物販売収入も減り,作業受託

収入も減少している。

第三の特徴は,転作助成金をはじめ,稲作・麦

作・大豆の経営安定対策補てん金といった補助金

等による事業外収入が事業収入を補っていること

である。しかし,ここでも07年度は転作助成金や

経営安定対策補てん金などの補助金収入が減少し

ている。

第四の特徴は,米販売収入をはじめとする事業

収入や転作助成金・経営安定対策補てん金などの

事業外収入(農業共済金を除く)が減少する一方

で,物財費をはじめ,出役賃金である労務費,支

払い地代,管理委託料といった生産原価が各項目

とも増加していることである。なお,07年度は,

品目横断的経営安定対策が導入されたことによっ

て,事業外費用のうち転作関係拠出金は大幅に減

少している。
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以上のように,大塚営農組合は07年度事業収

入の減少,受け取り共済金を除く事業外収入の減

少の一方で,生産原価が増加し,経営収支を悪化

させているが,黒字経営を維持している。これは,

平坦地で経営を展開している大塚営農組合が,水

稲10a当たり収量558kgという高い生産力をもっ

ているためである。

e.小結

大塚営農組合は,集落営農協業組織と農作業・

経営受託組織という二つの性格をもちながら,平

坦地において経営を展開している。07年度は事業

収入・事業外収入の減少と生産原価など支出の増

加とによって経営収支を悪化させているが,水稲

の高収量などによって黒字経営を維持し,組合員

農家に対する「土地報酬」相当分を収益配当(10

a当たり5.3万円)と管理委託料(10a当たり1.5

～2万円)との合計額6.8～7.3万円という高い水

準に維持している。

ここでも,〈高地代-低賃金〉という構造があ

る。集落営農の場合,組合員農家は,農地の所有

者であり,農地の貸し手である。ただし,単なる

農地の貸し手にとどまらず,稲作作業や転作作業

に農業機械のオペレーターや補助労働者として出

役する営農組合の構成員である。大塚営農の場

合,特定の農家によるオペレーター集団が組織さ

れており,出役賃金が高水準であると,特定のオ

ペレーター農家だけが集落営農からの所得を多く

することになる。集落営農組織は一般に,農地の

所有者である組合員農家が単なる農地の貸し手と

して"外部化"することを避けるために水管理・

畦畔管理を"再委託"して組合員農家を集落営農

の内部に組みこんで,農作業・営農に提供された

労力に対する報酬よりも,提供された土地(農地)

に対する報酬(借地料プラス管理委託料)を多く

配分することによって,組織維持を図っている。

大塚営農の場合は,所有する水田にかかわりなく

水管理・畦畔管理を組合員全体に割り当てること

によつて,組合員農家を集落営農内部の働き手(労

力提供者)として営農への関わりをより強くし,

同時に所有水田面積を超える面積分の管理委託料

を支払うことによつて,土地に対する報酬を高め

ている。

③岩木営農組合

a.組織形態

岩木営農組合は,1997年に水田の30a区画への

整備が完了したことをきっかけにして,中山間地・

岩木地区の農家63戸による集落営農協業組織とし

て設立された。設立時には,出役の困難な全面委

託農家8戸が参加しなかったが,2008年現在でも,

出役可能な地区内農家61戸で組織している。

岩木営農組合もまた,04年度からの米政策改革

の下で特定農業団体として担い手経営安定対策に

加入していった。そのときの要件のひとつである

「5年以内を目途にした法人化計画」を岩木営農

組合は06年1月,農事組合法人岩木営農を設立す

ることで具体化した。米政策改革一期対策の2年

度目に法人化したのは,岩木営農が農協サブセン

ターとして育苗(5000枚)を受託していることも

要因のひとつである。

岩木営農組合は,「集落の農地を守る」ために

設立された集落(むら社会)維持型の集落営農で

ある。08年現在の経営水田面積は56haで,水稲

45ha,大麦7ha,大豆12haの作付けである。水

稲は,コシヒカリ7haのほか,酒造用米の五百万

石17ha,雑銘柄のゆめごこち8ha,てんこもり

6ha,てんたかく6ha,もち米の新大正棉0.6haで,

作期を分散させている。水稲の10a当たり平均収

量は420kgと低いが,谷筋の急傾斜田10ha(10a

当たり収量300kg程度)を含んでいるためである。

この急傾斜田10haは中山間地域等直接支払制度

の対象になつている。直接支払いの交付金は,営

農組合が1/2の額を協業による景観作物栽培の

種子代用にとり,残り1/2額は水田所有者に支

払っている。

岩木地区では,高齢者と女性によって「ファー

ムサービスさくら」が営農組合とは別会計の独立

組織としてつくられている。「さくら」は,営農

組合の育苗ハウスを利用してキュウリ,カブ,ハ

クサイなどの野菜を栽培し,スーパーなどに出荷
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したり,道の駅の販売コーナーで直接販売したり

している。野菜は,漬物への加工もしている。モッ

トーは,市場出荷できる商品を直接販売すること。

B級品はいつも売れ残るようになってしまう。A

級品をだしていかないと,直接販売事業がつづい

ていかなくなるという。

b.協業内容

岩木営農組合は,設立以来,水稲作は育苗,耕

起・代かき,田植え,刈り取り作業という基幹作

業だけが協業であり,除草剤散布と追肥は個別管

理,防除と水管理・畦畔管理は水田所有農家への

再委託である。個別管理や再委託の作業をなるべ

く多くして,組合員農家の農業離れを防ぐように

している。ただし,平坦地の1ha区画水田など

は所有者が何人にもなるため,水管理・畦畔管理

も営農組合がおこなっている(表7)。

大麦・大豆転作は,営農組合によって協業形態

でおこなわれている。

営農組合所有の農業機械は,トラクター3台

(65ps2台,45ps1台),田植機(8条)3台,

コンバイン(6条)3台,フォークリフト1台,

軽トラック1台,格納庫1棟などであり,組合長

がオペレーター集団を班編成して作業を分担する

かたちである。オペレーターは毎年,1～2人を

養成し,確保している。

法人化後も,岩木営農に専従者はいない。専従

者1人当たり年間300万円の給与が必要になるか

ら,現在の経営面積56haでは,とても専従者は

雇えない。専従者を雇うためには経営面積100ha

は必要だから,将来的には近隣の営農組合との合

併を視野に入れざるをえないという。

c.農地利用

岩木営農も,法人化とともに,組合員農家との

間に農地の利用権を設定した(賃貸借契約)。協

業組織のときから借地料は10a当たり10,000円で

あり,農事組合法人岩木営農もこれを踏襲した。

水管理・畦畔管理の委託料も協業組織のときと同

額の10a当たり20,000円を踏襲している。協業組

織のときも,農事組合法人になってからも,「土

地報酬」相当分は10a当たり30,000円ということ
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になる。

岩木営農は,協業組織のときから福光農協のサ

ブセンターとして他集落・他農家からの育苗を受

託しており,08年実績は他集落・他農家分が5,000

枚である。岩木営農の場合は,他の農作業受託は

していない。

岩木営農の法人化は,農家の高齢化が進んでい

る岩木地区にあって「経営主が70歳以上の農家が

所有する農地の耕作をどうしていくか」「将来的

には法人の専従者を中心にして営農をつづけると

すれば,新規就農希望者を専従職員として受け入

れていけるような法人経営組織としていく必要が

ある」と考えた結果であった。専従者受け入れを

考えると,前述したように,将来的な近隣の集落

営農との合併を視野に入れているのである。

d.経営収支

岩木営農組合の経営収支(表10)もまた,第一

の特徴は,事業収入の大半が米販売収入であるこ

とである。第二の特徴は,事業収入の不足分を,

転作助成金を中心とする各種助成金などの事業外

収入で補っていることである。

第三の特徴は,07年度では生産原価のうち物財

費が56%を占めるが,支払い地代プラス管理委託

料の「土地報酬」相当分が32%を占めていること

である。岩木営農の07年度の労務費は従事分量に

応じた配当である。支払い地代・管理委託料と労

務費とを合計すると,生産原価の44%が組合員農

家に帰属している。ここでも,高地代の構造がみ

られる。

第四に,07年度経営収支は品目横断的経営安定

対策の実施1年皮目であり,経営安定対策への07

年度拠出金は02年度と同水準である。その一方で,

担い手経営安定対策の拠出金などの「戻り」が,

特別利益としての収入を大きくしている。

以上のように,岩木営農においても,米価低落・

不作年の07年度経営収支は,米販売収入と大麦・

大豆販売収入(大豆収入はゼロ)を02年度とくら

べ大幅に減らし,収支決算額を小さくして,組合

員農家に対する配当額も減らしている。

e.小結
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表10岩木営農組合の経営収支(2002年度,2007年度)

岩木営農組合も,広谷営農組合と同様に,中山

間地域にあって集落(むら)の維持を目的にして

組織された。岩木地区においては,集落の維持と

集落内農家の所得向上をねらいとして,農事組合

法人岩木営農とともに,別会計・別組織であるが

高齢者・女性の組織する「ファームサービスさく

ら」がある。また,中山間地域等直接支払制度で

は急傾斜田10haが直接支払交付金の対象になっ

ている。農地・水・環境保全向上対策の地域共同

活動支援への取り組みもおこなわれている。

岩木営農組合は法人化したとはいえ,水稲作の

基幹作業だけで集落協業をおこない,その他の作

業では個別管理・再委託を残して,また,高齢者・

女性を別組織の営農活動にとりこんで,集落内農

家の農業離れを防ぐような運営がおこなわれてい

る。しかし,水稲作など土地利用型部門ではオペ

レ一ターなど担い手1人当たり経営面積10ha程

度が必要であり,法人経営として成立させるため

の経営規模拡大を「他の集落営農との合併」も視

野に入れながら,模索しているのである。

④人母営農組合

a.組織形態

人母営農組合は,北陸自動車道建設にともなう

基盤整備事業を機に,1970年,機械共同利用の集

落営農協業組織として専従者1人を置いてスター

トした。その後専従者が病気になつたため,機

械共同利用組織として存続してきた。

人母地区は,石川県境に接する兼業農家24戸の

集落である。高齢女性単身世帯2戸を除く集落内

農家22戸と入り作農家1戸の23戸で,人母営農組

合を集落営農協業組織として組織し直した。

2007年度からの品目横断的経営安定対策の開始

前には,協業組織化について検討はしたが,高齢

者が多く,結局は加入申請を見合わせた。

人母営農組合の組合員農家の経営主年齢は,30

代3人,40代3人,50代3人,60歳以上14人であ

る。特定農業団体として要件を満たして加入して

も,5年後の法人化計画が果たして具体化できる

か躊躇したのである。

しかし,その1年後,08年2月の人母営農組合

の設立に至る。ここに来ての協業組織化の動機に

ついて,役員H氏は「機械共同利用組合の共有機

械の更新ができなくなってきたから」という。田

植機(8条)2台を06年に購入したが,そのうち

1台がすぐ故障した。協業組織化とともに,08年

度からの水田経営所得安定対策への加入をめざ

し,県単独事業の担い手育成事業によつてトラク

ター(50ps)1台,田植機(8条)1台,コンバ

イン(4条)2台を08年に導入した。
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08年度水田経営所得安定対策には,特定農業団

体としての要件を満たした上で,水稲作20ha,大

豆1haを加入申請した。水稲作は,コシヒカリ

13ha,酒造用米の五百万石5ha,県奨励品種の

てんこもり1ha,加工用米向けのてんたかく2

ha。08年度の10a当たり収量(実績)は,コシヒ

カリ534kg,てんこもり576kg,五百万石480kg,

てんたかく510kgであった。大豆転作はブロック

ローテーション方式であるが,湿田が多く,08年

産は10a当たり収量30kgだったという。

b．協業内容

人母営農組合の集落協業は,水稲作では耕起・

代かき,田植え,刈り取りの基幹3作業である。

育苗は,農協から稚苗で購入し,育苗ハウスで緑

化管理している。除草剤散布と追肥は個別管理。

水管理・畦畔管理は再委託。乾燥・調製は農協の

カントリー・エレ・ベーターを利用している。

オペレーターなどの実際の働き手は,H氏(50

代初め)を含めて3人ほどだという。実際の働き

手(担い手)3人ほどが水稲作の基幹作業をおこ

ない,水管理・畦畔管理を組合員農家個々が「再

委託」のかたちでおこなうという仕組みである。

水稲作,大豆転作とも全面作業受委託の形態を

とっており,代表者名義で出荷し,経理を一元化

している。高齢化による労力不足のため,土づく

りが困難だという。人母地区の水田は砂地プラス

粘土質の土壌で,土がやせている。かつてはコシ

ヒカリの10a当たり収量が600kgのときもあり,

当時は牛ふん堆肥を投入していた。単収アップの

ために土づくりが課題だという。

c.農地利用

人母営農組合は,集落営農協業組織として集落

内水田24haのうち21haの作業受託をおこなう特

定農業団体である。水稲作・大豆転作の「全面作

業受委託」をおこなっているが,実際は地代とし

て10a当たり1,000円を支払い,水田協定管理料

として水管理・畦畔管理の再委託料に10a当たり

10,000円を水田所有者に支払っている。「上地報

酬」相当分は10all,000円ということになる。

出役賃金は,機械共同利用組合のときにはオペ
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レーターが時給1,200円,通常作業が1,000円,女

性が900円であったが,協業組織になって時給を
一律700円に引き下げた。道普請や用水路補修な

ど「村人足」は時給1,000円というから,営農組

合への出役賃金は「村人足」の賃金より安い。し

かし,コシヒカリの仮渡し金が60kg13,000円で,

それより安い加工用米の生産もあるから,米販売

収入を総額1,200万円以下と想定して,そこから

逆算して地代10a1,000円,水田協定管理料10a

10,000円,出役賃金の時給700円という「最低ラ

イン」で協業組織をスタートさせた。決算時に剰

余金がでれば,組合員農家に面積割で配当する予

定である。

人母地区の水田24haのうち,約2haは休耕地

になっている。これは,労力不足や,機械が入ら

ない小区画水田のためである。

d.経営収支

人母営農組合は08年2月の発足で,調査時点で

は経営収支が決算されていなかった。08年度収支

予算でみると,事業収入(総額1,770万円)のう

ち米販売収入(1,680万円)が大半であり,事業

外収入では農協からの奨励金70万円と加工米助

成66万円,特別利益では補助金収入810万円を見

込んで,収入合計が2,716万円である。支出では,

生産原価1,791万円のうち,物財費が1,309万円(生

産原価総額の73%)を占め,地代28万円と管理費

220万円を合わせた「土地報酬」相当分は248万円

(同14%)である。出役賃金は175万円(同10%)

である。事業外費用では,810万円の減価償却圧

縮記帳をしている。

人母営農組合は,他の集落営農協業組織とくら

べると,地代・出役賃金とも「最低ライン」では

あるが,営農組合の経営収支のなかでは,相対的

には〈高地代・低賃金〉の構造になっている。

e.小結

人母営農組合は,中山間地の集落に組織された

集落営農協業組織であるが,実際は農業経営受託

組織として機能している。その水準は「最低ライ

ン」に設定されているとはいえ,地代,水管理・

畦畔管理委託料が存在し,代表者名義での出荷,
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経理の一元化などをおこなう経営受託組織となっ

ている。

人母営農組合は,中山間地域にあって,文字ど

おり集落の農地を守るために組織されてきた。水

田経営所得安定対策に加入して,県単独事業を利

用して農業機械の更新を果たした。一方では,中

山間地域等直接支払制度では集落内の急傾斜地水

田14haが対象になっており,農地・水・環境保

全向上対策の地域共同活動支援では集落内の水田

7haを対象にして取り組みがおこなわれている。

人母営農組合のかかえる今後の課題は,その存

続にある。人母営農組合は,労力不足の問題もあ

り,将来とも農業経営受託組織として存続できる

のかが問われている。人好集落を含めて7集落が

ある南蟹谷地区では,5集落を範囲として広域の

集落営農協業組織がつくられている。この広域の

集落営農組織との連携もしくは合併を今後検討

していく必要がある。

5.まとめ(集落営農と農地利用)

富山県砺波地域に広範に密度濃く展開してきた

集落営農は,複数集落への広域化や,法人化,特

定農業法人化へと動きだしている。

集落営農の法人化によって,集落営農法人と組

合員農家の間には農地の利用権設定による賃貸借

契約の関係がむすばれてきた。たとえば人母営農

組合のような集落営農協業組織においても,協業

組織と組合員農家との問には農業経営受委託の関

係が成立している。集落営農協業組織から集落営

農法人への組織替え(移行)は,経営受委託とい

う事実上の農地の賃貸借関係を農地法制度にもと

つく利用権設定という賃貸借関係として表にだし

てきたともいえる。

ただし,そこでは「集落営農」という従来から

の性格を維持するために,組合員農家を単なる農

地の貸し手・提供者にしないような工夫がなされ

ている。集落営農組織では,水稲作の基幹作業が

協業形態でおこなわれるのとともに,通常,水管

理・畦畔管理は水田所有農家に再委託され,水田

所有農家の農業離れを防いでいる。現地事例とし

てみた大塚営農組合の場合は,所有水田とはかか

わりなく,水管理・畦畔管理作業を組合員農家に

割り当てることによって,営農組合全体への経営

参加意識を高めている。

集落営農の多くは「集落の農地を守る」ことを

目的にして設立されていったが,とくに富山県砺

波地域の集落営農組織は,米政策改革一期対策の

下で担い手経営安定対策に加入することによっ

て,「担い手」としての要件(特定農業団体,経

理の一元化,法人化計画など)を満たし,その結

果,法人化計画を具体化するため,法人経営に移

行していった。そこでは,集落営農の性格を残し

た「集落営農法人」のあり方を追求するなかで,

集落の農地を守るための営農参加のひとつの方法

として,水管理・畦畔管理への参画が試みられて

きた。しかし,そのことは結果として「高地代・

低賃金」の構造をつくりだしていくという矛盾を

かかえているのである。

付記

本現地調査の実施に当たっては,富山県農業経営

課,南砺市農政課南砺市農業委員会,福光農業

協同組合,(農)広谷営農(農)大塚営農,(農)

岩木営農,人母営農組合の関係者の方々にお世話

になった。とくに南砺市在住の山崎彰氏には調査

日程の設定等一方ならぬお世話になった。記して

謝意に代えたい。

(注)

(1)2003年11月の砥波地域における集落営農等の現地調査

は,農林行政を考える会の共同現地調査としておこな

われた。詳しくは,『農村と都市をむすぶ』NO.628,

2004年1月,所収の「現地調査報告・米政策改革の最

前線」のうち,神山安雄「米政策改革下の水田農業・

安定兼業地帯一富山県砺波地域における集落営農と農

業法人-」を参照されたい。

(2)福光農業改良協議会・福光農業協同組合「地域一農場
へのあしあと一2008年度版一』。大麦・大豆・飼料作

物の産地づくり交付金のうち,連作加算と3作加算は,

どちらが一方となる。

(3)「農事組合法人広谷営農設立総会資料」2008年1月。


