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　2011年10月の「食と農林漁業の再生実現会議」

（以下「再生実現会議」）で策定した基本方針では。

日本農業の目指すべき担い手像として「平地で20

～30ha,中山間地域で10～20haの規模の経営体」

が示された。こうした主たる担い手の構築を実現

すべく，農地集積の加速化や集落営農の推進など

を進めていくとの方針である。

　現在の条件不利地域における主たる担い手の確

保状況を確認すると，山間農業地域に限定した１

集落当たりの主業農家数は，全国で1.25戸，地域

別では沖縄5.38戸，北海道3.21戸，東北2.13戸と

多いのに対し北陸，中国,近畿,東海は各0.53戸，

0.65戸. 0.84戸. 0.96戸と１戸も確保できていない。

　他方，個別農家をカバーするものとして１集落

当たりの集落営農数に注日しても，全国で0.14組

織あるに過ぎない（なお，この数値は，単純に集

落営農数を集落数で除したものではなく，複数集

落による集落営農の立ち上げを考慮して，集落営

農の構成集落数を集落数で除したものである）。

地域別では，中国0.20組織,東北0.20組織,近畿0.16

組織が多く，北海道0.05組織　四国0.07組織，関

東東山0.09組織が少ない地域である。このように

各地域によりその多寡は異なるが，その数は10集

落で１～２組織と全体的にみれば多くはない。

　これら１集落当たりの主業農家数と集落営農数

を合算すると，全国で1.39，地域別では沖縄5.51,

北海道3.26，東北2.33と主業農家数が多い地域が

上位に位置している。他方，北陸0.67，中国0,84

の２地域のみが１を割り込んでいる。すなわち，

再生実現会議で明示した中山同地域における10～

20haクラスの経営体の育成に対し，北陸及び中
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国の集落では主業農家や集落営農といった主たる

担い手を１つも確保できない状況下にある。

　そこで本稿では，中国ブロックに位置する島根

県浜田市を事例に，条件不利地域における主たる

担い手の実態と課題について考察する。

（１）浜田市の位置

　浜田市は，県西部に位置し，南は広島県北広島

町と接する条件不利地域である。2005年に浜田市･

金城町・旭町・弥栄村一三隅町の５市町村が合併

したのが，現在の浜|lj市である（以下，合併前市

町村には「旧」をつける）。第一次産業では。旧

浜田市は水産業,　他の４町村は米が中心であり，

これに公共事業が地域経済のなかで大きな役割を

果たしている。

　浜田市の総農家数は3，293戸，販売農家数は1，

943戸である(2005年）。このうち専業農家は471

戸(24.2%).兼業農家は1.472戸(75.8%),第Ⅱ

種兼業農家は1，300戸（66.9％）とⅡ兼農家中心

である。農地面積は総農家で1, 743ha,販売農

家でl,501ha,このうち水田が1, 314haと全体の

87.5%を占める水田地帯である。

　主食用米の作付面積は1,000haで，米戸別所得

補償制度にはすべての面積が加入している。なお，

経営体別にみると，個人2，0･17，法人11，集落営

農10での加入である。転作率は40％，水田利活用

自給力向上事業の実績は105haである。その内訳

は，その他作物50ha，大豆37ha，飼料作物9 ha.

ソバ8ha，飼料用イネ1haで，最も多いその他

作物の大部分は自家消費用の野菜である。した

がって，浜田市の転作のほとんどは，自家消費用

１。はじめに

一島根県浜田市の事例－

２。浜田市農業の概要



野菜や同事業には含まれない調整水田で達成して

いるｃ

　条件不利地域に立地する浜川市の中山間地域等

直接支払制度実績（2010年）は，協定数139，参

加農家数1，778戸，交付面積1, 244haで，浜田

市の農地の71.4%が同制度の対象となっている。

交付面積の多いのが旧金城町で32.2％を占め，次

に旧弥栄村が22.5%を占める。浜田市の多くの水

田では暗渠排水をしているが，こうした条件不利

地域では周辺の山林から水が流れ込んでくるた

め，山間部の水田は水害が常態化している。その

影響が，先の転作実態となってあらわれている。

方式を採用している。契約は１年更新で小作料は

10a14,000円，ハウス等の上物は個人負担である。

新開団地には，有機野菜グループや新規就農者，

地元の企業３社など７つの経営体が入植し，軟弱

野菜やイチゴ，ブドウなどを栽培している。

（２）圃場整備と農地造成

　浜田市の圃場整備状況は，旧金城町が1975年頃

に最初に実施し（１区両20a).その後旧旭町や旧

弥栄村でもおこなわれ。これら旧３町村では圃場

整備が可能なところはほぼ整備が終了している

（圃場整備率にすると約70%)。旧三隅町は現在圃

場整備を進めているところであり。旧浜田I旧よ農

地面積が少なく，水産業が中心の地域なのでほと

んど整備していない。

　また浜田市では，２つの大きな農地造成を進め

てきた。旧旭町では｡1987年に総額約30億円の県

営農地開発事業をおこない，１区両50a,計30ha

の山之内梨園を造成している。山之内梨園には，

個別農家に加え，地元の建設会社等が立ち上げた

有限会社や農業生産法人４社が，農地を購入しナ

シを栽培するなど農業に参入している。

　同様に旧金城町では，町が農地保有合理化法人

となり，しまね農業振興公社（以下「県公社」）

を通じて遊休農地となっていた金城牧場跡地を購

入し，農業団地の開発を進めてきた。市町村合併

後の2005年には，市単事業でまず4haを開発し，

07年に島根あさひ社会復帰促進センターの刑務作

業農地として1Ohaの造成を，2008年からは県営

中山間地域総合整備事業を導入し10.3haの畑地整

備をおこなうなど，合計約30haの農業団地であ

る「新開団地」を整備している。新開団地では農

地を売却せず，すべて浜田市が農地を貸し付ける

（3）担い手の確保状況

　浜田市の認定農業者数は59経営体（2010年），

市が定める年間目標所得は360万円である。 59経

営体のうち16経営体が集落営農法人及び参入企業

である。品目別では，水稲と野菜が各15経営体，

次に果樹の12経営体とつづく。

　認定農業者個人をみると，年齢構成では50～59

歳が16経営体と最も多いが，次に30～39歳も13経

営体と多い点が特徴である（平均年齢50歳）。経

営規模では. 1Ohaクラスが数人いる。

　また，集落営農法人及び参入企業16経営体のう

ち，１経営体が集落営農法人である。そもそも浜

田市には28の集落営農がある。そのうち経理を一

元化しているのが10組織，さらにそのうちの６組

織が農業生産法人（うち５組織が特定農業法人）

である。したがって。浜田市の集落営農の多くは

任意団体であり，特定農業法人でも将来に対する

不安等から認定農業者になっていないのが実態で

ある。

　それ以外の15経営体のうち，旧三隅町時代に設

立した第三セクターを除く14経営体は，いずれも

参入企業である。その特徴は，第１に地元の企業

による参入であること（建設会社，不動産業者，

社会福祉法人等），第２に先述した造成農地への

入植であること，第３に公共事業の減少による影

響を受けて参入した企業が少なくないこと，第４

に施設野菜や果樹，養豚事業など労働集約型農業

への参入であること，である。農業参入までのプ

ロセスは，農地が造成団地であるため，行政が農

業参入を検討している企業に話を持ちかけたケー

スや，参入企業が行政に相談に行ったケース。近

年では後述する浜田市農林業支援センターに参入

企業が相談したケースなど多様である。
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（４）ふるさと農業研修生事業

　浜田市では，市単事業として2009年から「ふる

さと農業研修生事業」を開始している。

市は，年２回（４月・10月），研修生10人の受け

入れを想定して年間2, 700万円の予算を計上して

いる(2011年）。同事業への参加は，東京や大阪

で開催する農業人フェアで知り，浜田市に来る人

が多い。

　これまでに同事業を活用した人は11人，年齢は

21歳～60代までと幅広い。研修期間は最大３年，

研修生には毎月15万円（別途住宅手当２万円）を

手当てとして支払う。支援センターは，研修生の

住居として教員住宅を幹旋している。これは，市

町村合併による小・中学校の統廃合の結果，教員

住宅に空きがあるためである。浜田市は認定農業

者を対象に研修生の受入希望者を募り，現在13経

営体（うち６経営体が参入企業）が研修生を受け

入れ，研修を実施している。

　また，旧弥栄村では。市町村合併前から村単独

で「新規就農促進対策事業」を導入し，研修生の

受け入れとその育成を図っており，合併後も旧弥

栄村独自で取り組んでいる。浜田市では，市町村

合併後9～10年間，旧市町村単位による自治区制

度を設けている。それは，合併前市町村の剰余金

をそれぞれ基金とし各白治区がそれを原資に独

自の施策をおこなえるという仕組みであり，旧弥

栄村の同亊業もその一つである。同事業は，年間

１～２人の研修生の受け入れを想定し，年700万

円の予算を組んでいる。研修期間は最大２年，研

修生には月額15万円の研修手当を支払う。旧弥栄

村では専用の住宅を建設し，研修生をそこに住ま

わせている。2011年には，はじめて事業を終了し

た研修生が１人，認定農業者となっている。

（５）浜田市農林業支援センター

　これら担い手の確保には，「浜田市農林業支援

センター」が大きく関係している。浜川市は，

2007年に支援センターを立ち上げ，農政関係のワ

ンフロア化を実施している。もともとは旧金城町

が営農支援振興室を設け，そこに農協職員２人を
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張りつけ。行政と農協とのワンフロア化をおこ

なっていた。予算は町と農協がほぼ半分ずつ出し

合い，営農支援・農業振興を協働でおこなってい

た。市町村合併協議会のなかで，この旧金城町の

システムを新たな浜田市に取り込んで広げていく

ということが決まり，それを実現したのが現在の

支援センターである。

　農協の別館を事務局とする支援センターには，

水田協議会の事務局も入っている。2009年まで

は。旧５市町村から職員１人ずつと農協職員３人

が支援センターに常駐し，農業改良普及貝は随時

支援センターに出向して業務にあたっていた。人

件費は市・農協がそれぞれの分を負担する。支援

センターは当初, 09年まで国の「担い手育成アク

ション・サポート事業」の交付金を原資に，年間

約600万～700万円の独自予算を有していた。それ

をもとに，新商品の開発や商談会，集落営農の視

察（農家を引率），税理士を招いての講習会など

のソフト事業を進めてきた。しかし，担い手アク

ション・サポート事業が民主党政権の事業仕分け

によって廃止となり，また浜田市も厳しい財政状

況に直面するなか，2010年以降支援センターの予

算は維持管理費以外有していない。同時に支援セ

ンターの職員数も，浜田市からの４人（センター

長を含む）と農協職員の２人に縮小している。

　支援センターは，新規就農支援，認定農業者支

援，集落営農組織支援の３チームをつくり，各

チームに専門職員を２人ずつ配置している（一部

兼務）。新規就農支援は，新規就農希望者（個人･

農外企業）の相談や育成，ふるさと研修事業修了

者の就農支援などをおこなう。認定農業者支援は

認定農業者の掘り起こしや経営改善に向けた支援

などを，集落営農組織支援は集落営農の組織化・

法人化支援や農地保全及び地域振興対策などをお

こなう。

（６）農地移動実績

①農地売買

　2008～2010年までの３ヵ年の農地売買を示した

のが，表1である。農地の売買はあまり多くはな
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資料：「浜田市農業委員会資料」より作成。

資料：「しまね農業振興公社資料」より作成。

く，地権者が高齢化で離農するか，相続で農地を

手放すケースがほとんどである。買い手の多くは

地元の知人であり。購入以前から借地をしていた

り，隣接地であることが購入の背景にある。農地

価格は,2001年は10a150万～168万円くらいであっ

たが，近年は117万～131万円まで低下している。

　また，県公社を通じた農地保有合理化事業の購

入実績をみたのが表２である。2006年以降の５

年間の実績は3.6haである。このうち参入企業の

1.1haは，造成した山之内梨園内での売買である。

表中の１番最後の事業実績以外は，次節以降で取

り上げる農家・企業による購入である。

②利用権設定と農地利用集積円滑化事業

　浜田市における利用権設定状況を示したのが表

３である。2008年以前の利用権設定面積は241ha,

そのうちの88.2％が水田である。１筆当たりの設

定面積をみると13aと小さい。貸し手は１人当た

り42a,同様に借り手は99a，利用権設定の平均期

間は5.1年である。

　2009年から2010年にかけては，利用権設定の面

積が倍増している。しかしこれは。新規の設定面

積が増えたというよりも，更新による再設定が大

部分を占めている。また2010年の特徴として，筆

ベースによるが，使用貸借での利用権設定が３割

を占めていることである。これは，高齢者の離農

が大きく関係している。

　近年の利用権設定期間は，様々な助成事業の要

件をクリアするために６年設定が中心である。し

かし表中の平均期間をみると，2009 ・ 2010年とも

に･1年前後と短い。後述する調査農家も指摘する

が，農政の混乱や先行きが見通せないといった将

来不安により。借り手も利用権を短く設定せざる

を得ないことが関係している。小作料は，2007年

の標準小作料で，上10a5,000円。中田同4,000円。

下田同3,000円である。

　他方，表４は農地利用集積円滑化事業の実績を

みたものである。浜田市の場合。市が円滑化団体

となっており，その構成は市の農林課農政係６人

(うち１人は兼務)，支援センター４人(うちＩ人

は嘱託)，市の土木課３人。土地改良区１人の14

人である。

　事業実績(白紙委任分)は11人から合計5.1ha･

38筆の委任を受けている｡白紙委任された農地は，

農業委員会の総会で通知し，農業委員が各地域の

農家・集落に白紙委任の農地を紹介して借り手を

募集する。

　旧浜田市の28,281㎡のうち]6.708㎡は，参入企

業が借地をする予定である。当該農地は圃場整備



資料：「浜Ⅲ市農業委貝会資料」より作成。

資料：「浜田市農業委貝会資料」より作成。

済みの耕作放棄地であり，そこで青果用のサツマ

イモをつくる予定である。また，旧浜田市の4,653

㎡と4,882㎡は，地元の稲作農家２戸がそれぞれ

借地をしている。

　さらに，旧金城町の13,785㎡のうち8,789㎡は地

元農家が借地をしている。したがって，白紙委任

のうち69.1％の農地で借り手を確保していること

になる。利用権の設定期間は６年，小作料は無償

で統一している。なお，規模拡大加算の２万円は

借り手がすべてもらっている。

(1) 1番農家－旧旭町

①世帯構成と就農状況

　１番農家は，世帯主57歳，妻55歳，父82歳，母

77歳の同居家族４人に加え。町内の妻の実家に居

住する長男23歳と,山口県在住の次男21歳がいる。

　世帯主は，高校卒業後に就農した農業専従者で

ある（農閑期に近所で土建に従事することもあっ

た）。就農時は，木田50～60aとクリ山7haを所

有し，米とシイタケ３万本（原木），繁殖牛２頭

の複合経営であった。父の農業者年金受給にとも
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ない，経営を移譲されている。

　妻は。農協店舗に勤務していたが，農協の広域

合併により同店舗が閉鎖されることとなった。し

かし同店舗が閉鎖されると，高齢者が地域で買い

物をする場所がなくなる,いわゆる「買い物難民」

化してしまうことから，当時自治会長であった世

帶主と店舗勤務をしていた妻とで農協店舗を丸々

引き継ぎ，主に妻が店舗を切り盛りしている。山

間部の奥に居住し店舗に来ることもできない高齢

者に対しては，配送もおこなうなど地域になくて

はならない存在となっている。

　農協職員である長男は，農業と農協の繁忙期と

が重複するため，あまり農作業を手伝えない状況

にある。また，父・母は農業専従者であったが，

３～４年前に農業からリタイアしている。した

がって。１番農家の農業労働力は，世帯主に限定

される。

②経営耕地と農地の流動

　現在の所有田は1.8ha,借地田は6.5haあり，畑

及び樹園地はない。また先述したクリ山7haは，

イノシシなどの鳥獣害のため放棄状態にある。

　１番農家が居住する木田地区山之内集落は，農

３.調査農家・法人の実態



家数が15戸，水田面積3haに。自家消費用の畑

が若干ある小規模集落である。そのため経営規模

を人きくするには，集落あるいは大字を超える必

要があり，現在の経営面積8.4haは木田・今市・

和田の３地区（大字単位）にまたがる。地区別では。

経営面積の50％が木田地区に30％が今市地区に，

20％が和IH地区に集中している。団地にすると４

団地くらいに分かれており。最も遠い団地でも軽

トラックで10～15分の距離である。なお，山之内

集落やこれら３地区では，山間部の困難な農地等

を除き1970年代に圃場整備を終了しており，平均

で１区両20a弱である。

　］番農家は｡2008年に水田1.5haを購入してい

る。同水田は，もともと他の農家が借地をしてい

たが。当該農家が高齢化を理由に地権者に返すこ

ととなった。そこで。地権者が知人である１番農

家に借地を依頼し，１年間だけ借地をしたのち購

入に転じている。

　地権者は53歳，地元で建設会社「Ｋ工務店」を

経営している。当時農地法との関係で，他業種企

業が農業に参入するためのハードルが高かったた

め，地権者名義で農地を取得する必要があった。

加えてＫ工務店は，先述した山之内梨園に参入す

るための農業の実績づくりも必要であった。その

後，Ｋ工務店の子会社が山之内梨園の農地を購入

したため，当該農地の貸付→売却という流れに

なった。

　１番農家は，これまで県公社との付き合いはな

かったが，県公社の方から農地購入の話がきたた

め，県公社を通じて購入している。農地価格は

10a35万円で，農業近代化資金を活用して一括購

入している｡世帯主の就農以降で購入した農地は，

当該農地のみである。

　借地は，地権者が高齢化等の理由で１番農家に

つくってくれないかと依頼してきたものがほとん

どであり，この10年間で徐々に増えてきた。地権

者の数は11～12人（うち不在地主が２人），いず

れも町内の他人である。借地6.5haのうち地権者

が嫌がるのを除き, 3.5haで利用権を設定してい

る。設定期間は。この先水田農業を取り巻く環境

がどうなるか不透明で不安なため，1香農家の希

望により５年としている。小作料は，随分前から

1俵（30kg），金額に換算すると約6,000円に設定

している。なかには「タダでいいからつくってく

れ」という地権者もいるが,その場合も１俵支払っ

ている。

　また，世帯主が20代の頃から作業受託にも取り

組んでいる。委託者は70～80代が中心で，作業別

では耕起3 ha，田植え3 ha，収穫10haを受託し

ており，木田地区からの委託がほとんどである。

これまでも作業受託から借地に転じたものも少な

くなく，委託者の年齢を踏まえると，これら作業

受託も借地に転じる可能性は十分にある。

③経営状況

　作付けは，コシヒカリ4.2haとキヌムスメ0.6ha,

モチ米0.5haの計5.3haである。１番農家の水川は，

いずれも山あいに位置するため田植えの時期が通

常よりも遅い。そのため害虫であるカメムシが活

発に活動する時期と重ならないことからあまり農

薬を使用する必要がなく，その結果すべて減農薬

栽培となっている。米は，モチ米を含めすべて農

協に出荷している。米価は，一昨年の2009年は

１等コシヒカリが30kg6,400円であった。しかし，

2010年は戸別所得補償制度の導入により16.4％低

下の5,350円であったが, 2011年は6,000円ほどに

回復するものと思われる。調査段階（９月末）で

は,業者が東日本大震災や福島原発の影響を避け，

浜田市まで米を買い付けには来ていないとのこと

である。

　転作面積は3.1ha，水はけや日当たりの悪い農

地を転作にあてるため，いずれもバラ転である。

それに加え，イノシシ等による鳥獣害もあって他

作日をつくることもできず，随分昔から自己保全

管理で転作をクリアしている。民主党農政になり

飼料用米・イネに多額の交付金が支払われるが，

周辺には畜産農家がおらず，売り先を確保できな

いため取り組んでいない。

④今後の経営展開と農政に対する意見等

　今後の展開は，農業労働力が世帯主Ｉ人である

ことから，現状の経営規模で手一杯である。規模
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の拡大よりも居住する木Ⅲ地区内に農地を集積さ

せることを優先したいと考えている。山之内集落

には。認定農業者は１番農家を含め３人いる。　し

かし，米は１番農家だけであり，あとの２人はナ

シの専業農家である。木田地区内でみても。米の

大規模農家は１番農家と，5～6ha規模の65歳・

農業専従者がいるだけである。また，木lll地区内

には集落営農もない。そのため１番農家の経営面

積は，木田地区内の水田面積50haの約１割に相

当し，これに作業受託面積まで含めると最大で３

割に達する。限られた担い手を考慮すれば，今後

木|11地区内の農地が１番農家に自然と集積する可

能性は高い。ただし農地の集積は，購入ではなく

借地により進めていく考えである。

　農政に対しては，戸別所得補償制度には参加し

ており，水田経営所得安定対策よりも制度が分か

りやすく，申請書類も煩雑ではない点で評価して

いる。しかし政権が交代すると，農政も根底から

コロコロ変わることに困惑している。

　TPPは，周辺地域が米の主な販売先であり，全

国展開しているわけではないので，あまり関係が

ないとみている。また安い米が輸入されても，お

いしくなければ消費者には受け入れられないの

で，その点でもあまり影響がないとみている。

　日本農業の問題は，やはり農業後継者をどう育

成するかということである。そのためには。１つ

は親世代による子供たちへの指導・教育が必要で

あり，いま１つは政策的サポートが必要である。

||]旭町内でも子供たちを都市部の大学に出し，そ

のまま都市部の会社に就職して，課長や部長等役

職に就いて偉くなっている。そうした話を１番農

家も耳にする。その一方で，都市に出た子供たち

は集落には帰ってこず，結果として親世代はある

種農村部で見捨てられる状況となっている。その

ため，親世代が農業に従事できなくなると，作業

委託や農地貸付の形で１番農家に農地の保全を依

頼しているのが現状である。１番農家としては，

そのことに違和感を感じており，農業・農村の価

値観を子供世代にきちんと伝え，教えることが地

域にとって重要であると考えている。
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　政策的サポートは，新規就農者に対して年間

150万円の給付金を支払うという報道が先日あっ

た。月額に換算すると12万～13万円の給付となる。

条件等詳細はまだみえてこないが，こうした政策

的サポートにより若干後継者が増えるかもしれな

いと期待している。

(2) 2番農家－旧浜田市

①世帯構成と就農状況

　２番農家は，世帯主78歳，妻79歳の同居家族２

人に，旧浜田市内に居住する長男54歳（県職員）

と松江市在住の次男51歳（県厚生連），姫路市在

住の三男48歳（会社員）がいる。

　世帯主は，高校卒業後，67歳まで地元の土建業

に勤務しながら農業に従事する兼業農家であり，

現在は農業専従者である。 10年以上前から（旧）

浜田市土地改良区の理事をしている。就農時は，

水田l haを所有する米単作農家であった。妻も

農業に従事していたが，現在は施設で療養中であ

る。他出している長男と次男は，週末に戻ってき

て農作業の手伝いをしているが，２番農家の農業

労働力は世帯主が中心である。

②経営耕地と農地の流動

　２番農家が居住する田橋（たばせ）下集落は，

農家数が12戸，水旧面積1Ohaに畑と樹園地が1

haずつある小規模集落である。圃場整備は1989

年に完了している。圃場整備率は６割であるが，

圃場整備が可能な農地はすべて整理しており，１

区画の大きさは平均15～20a程度である。

　２番農家は現在，所有田1.5ha (集落内1,0ha），

借地田2.0ha (集落内1.3ha),自家用畑0.5haを所

有している。水田は，集落内・外問わずすべて圃

場整備済みである。これらの水田は山間部に位置

するため，筆数にして50枚，概ね６～７ヵ所に点

在しているｏただし距離は遠くなく，車で10分も

あれば行ける範囲にある。

　２番農家は，2008年に水田10aを購入している。

売却した地権者は水田を60～70a所有しており，

２番農家は購入する５～６年前から30aほど（購

入した10aを含む）を借地していた。地権者の水



田60～70aは，戦前に不在地主であった２番農家

の祖父が農地改革によって没収された農地であ

り，２番農家としてはそうした思い入れから全部

購入する意思を有していた。実際，圃場整備の時

には地権者と２番農家との間で売買の約束がなさ

れていた。しかし。一部が道路買収に引っかかっ

たことや支払いに関する問題。地権者が親族に売

却するなどの結果,先述した10aのみの購入となっ

た。

　２番農家は，土地改良区の知人から「県公社を

利用すると手続きが楽」と勧められ，はじめて県

公社の存在を知り利用した。農地価格は，土地改

良区の査定なども通じて10a100万円，それを現金

で一括購入している（名義は長男）。これ以外に

近年購入した農地はなく，過去では東京オリン

ピックが開催された1964年に50a購入したのみで

ある。

　借地は，圃場整備をした1989年に一気に1 ha

増えている。当時２番農家は，咽場整備の実行委

員長であった。圃場整備をめぐり，農作業に従事

できない高齢農家や後継者のいない農家などは，

圃場整備に躊躇もしくは反対していた。圃場整備

を進め,実行委貝長としての責務を果たすために

２番農家は反対や躊躇する農家に対し，「自分が

責任をもって借地しつくるので安心して賛同して

欲しい」と説得して回り，その結果圃場整備後に

借地が増えている。地権者の数は３人（集落内２

人，集落外1人）で，いずれも他人である。借

地2.0haのうち利用権を設定しているのは20aのみ

で，設定期問は３年である。残りの1.8haは，地

権者・２番農家ともに手続きが面倒であること，

また２番農家も若くはなく，もし体調を崩したと

きに地権者から「利用権を設定した期間はきちん

とつくってくれ」といわれても困るためあえて設

定していない。そのことは，設定した利用権の短

さにも反映されている。小作料は，ほぼ地域の相

場である米１俵（60kg）を支払っている。地権

者によっては，小作料はいらないという人もいる

が. 2014年まで圃場整備の償還金の支払いが残っ

ているため１俵支払っている。

　また，５～６年前から作業受託にも取り組んで

いる。作業受託は，集落外の高齢者５人から2.5ha

の全作業受託（管理作業も含む）を引き受けてい

る。借地ではなく全作業受託としているのは，１

つには借地をすると，その分２番農家の転作面積

が増えるため，いま１つは経営面積が20a以下の

農家には転作を割り振らないため，委託者の経営

のままで，彼らから全作業受託をした方が，転作

の割り当てを回避できるからである。

③経営状況

　米の作付けは3.5haで，品種はコシヒカリとキ

ヌムスメを半分ずっつくっている。手間がかかる

ため減減米や有機米などには取り組んでいない。

収量は両品種とも９俵で。すべて農|窃に出荷して

いる。2010年のコシヒカリは30kg5,350円であっ

たが. 2011年は200～300円ほどよくなるとみてい

る。キヌムスメは，コシヒカリに代わる品種とし

て県が奨励しており，コシヒカリに比べ殼が固い

ので機械への負担が大きいという欠点はあるが，

倒伏しにくく，管理が楽というメリットがある。

キヌムスメは，以前はコシヒカリよりも1,000円

ほど安かったが，現在は500円くらいの価格差に

縮まっている。とはいえ，コシヒカリ２等とキヌ

ムスメ１等がほぽ同じ価格である。２番農家とし

ては，作業時期の分散のために２つの品種を取り

入れている

　転作は，２番農家は昔からしていない。田橋下

集落の近辺は，土壌が粘土質のため畑作には向か

ず，日照時間も少なく，水はけも悪い条件不利地

域のため，転作可能な作目がない。また，民主党

農政から手厚い交付金が出るようになった飼料用

米・イネについても，２番農家としては高齢のた

め，新たに取り入れて技術を習得し経験を身につ

けるのは困難であり，これまでどおりの品目（主

食用米）をつくっていくとのことである。

④今後の経営展開と農政に対する意見等

　今後の展開は，米価が30kg8,000円の頃は規模

を拡大する意欲があったが，今は米価が安いので

規模を拡大する意欲はない。昨年の30kg5.000円

程度では。袋代や肥料代，機械代などの物財費だ
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けで赤字になり,労賃を確保することができない。

　現在の借地は，地権者は購入してもらいたいと

思っており, 世帯主としても購入してもよいとは

思っている。しかしその一方で。昔のように農地

や山林をもっていればよいという時代ではなく，

所有すればするほど固定資産税などの負批も増え

ることから，どうしても購入したいというわけで

もないのが世帯主の本音である。

　子供たちが自家農業を継ぐかどうかは現段階で

は不明であり，世帯主としても儲からないものを

継いでくれとはいえないというのが正直なところ

である。子供たちが農業をしなければ，現在の借

地はすべて地権者に返還することになるだろう。

　そのような事態を避けるためにも，また集落に

は認定農業者が1人もいないことから，集落営農

の立ち上げの話は出ているし，集落営農の先進地

視察もおこなったことがある。しかし，第１に自

分の農地は自分でっくりたいという農家も少なく

ないこと，第２に農家問の面積格差が大きいので

なかなかまとまらないこと，第３に圃場整備ので

きない農地が４割あり，集落営農を立ち上げると

これらの農地を外すというわけにもいかないこ

と，しかし第４にそれらの農地を集落営農でカ

バーするとなると難しいこと，第５に集落営農で

機械作業をすると高齢者の生き甲斐を奪うことに

なること，第６に管理作業のような難しい作業だ

け高齢の地権者に任せるというのもどうか，と

いったことから，現段階では集落営農の話は具体

化していない。

　集落の祭礼は。田橋下集落に，田橋上集落と田

橋中集落を加えた３集落の当番制でおこなってい

る。しかし。近年は祭礼の日でも集落外に住む若

い人が戻ってこなくなり，また各集落から総代を

２人ずつ出さなけれぱならないが，そのなり手が

いなくなるなどの問題を抱えている。集落の祭礼

よりもより厳しいのが。冠婚葬祭である。ひと昔

前までは，家が狭いので公民館で集落をあげて盛

大におこなっていたが，現在は集落に元気な人が

いないため，家ではなく市・町内の業者でやらざ

るを得ない状況である。
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　農政に対しては，２番農家は転作をしていない

が，地域全体で転作を達成しているため，米戸別

所得補償制度には参加している。制度自体は悪く

はないが，現実は補償しても採算がとれない状況

であり，制度の趣旨と実態とが一致していない。

ただ，農業に夢がないため，農政に対しては何も

いうことはない。

（３）農）伊木いき区田－旧金城町

①集落営農の設立背景

　旧金城町に位置する伊木集落は，農家数25戸，

土地持ち非農家４戸，非農家２戸の合計31戸から

なる。農家の多くは兼業農家であり，集落には認

定農業者はいない。集落の水FII面積は14.5ha (水

張り），畑2 ha (自家用）に若干の樹園地がある。

圃場整備は, 1982～83年頃に終了し，１区画平均

約15aの大きさである。

　伊木集落には，機械共同利用組合など集落営農

の前身組織はなく，個人による農業経営が中心で

あった。ところが,現理事の１人であるＯさん（現

在72歳，元教師の定年帰農者）は，10年先を見据

えると地域農業はどうにもならなくなり，耕作放

棄地が出てくる可能性が強いのではないか，特に

集落外の遠く離れた地権者の親戚等が集落内の農

地を借地しているケースでは，少なくない農家が

仕方なく借りていることもあって農地は雑草でホ

ウボウの状態にあり，すぐにも耕作放棄地になる

のではないかと憂慮していた。

　そこで，０さんは集落で町議貝を務める農家に

相談し。集落全戸に集落営農の立ち上げを呼びか

けた。だが，自分の水田の米を食べられなくなる

のではないかという反対意見，これまで米を買う

という習慣がなかったのでそれへの抵抗も少なく

なかった。しかし，このままでは確実に耕作放棄

地が出るようになること，また他出している子供

世代はタダでさえ田舎が嫌で出て行ったのに，そ

れに加え農地が荒れると誰も集落には戻ってこな

くなるが，逆に農地をきれいに保全しておけば，

子供世代への希望がつながることになるといって

説得して回り，集落営農設立の賛同を得た。



②集落営農の組織体制

　そこで，2008年に農事組合法人「伊木いき区田

（まちだ）」（以下「法人区田」）を立ち上げた。

伊

木集落では。農地の筆を「区（まち）」と呼び，

かつては農地一筆ごとに「ＯＯ区」という名前が

ついていた。現在もそういう言い方をする人も少

なくないが，圃場整備でごちゃごちゃになった部

分も多い。いずれにせよ，集落営農名の「区田」

はそこからきている。

　法人区卜Hは，総世帯31戸のうち29戸と，集落外

の不在地主２戸の計31戸でスタートしている。不

参加の２戸のうち１戸は，父（80歳）と会社員の

息子（50歳くらい）の農家であり，父が「白分で

したい，まだできる」ということで参加していな

い。しかし,息子は法人に入りたいと思っており，

父ができなくなれば参加する予定である。

　もう１戸は，父（85歳）と定年帰農の息子（58

～59歳）の農家で，経営面積は1.Oha (うち借地

0.4ha).乾燥機を３台購入し，乾燥調製の受託を

手広く展開している。法人区田も，同農家に乾燥

調製を一部委託するなど連携を図っている。

　法人区田は。代表理事１人，理事６人をおいて

いる。現在役員手当てはなく，今後は少額でも確

保していかないとなり手がいなくなると危惧して

いる。出資金は，戸数割のみで１戸l,000円（１

回きり），合計31,000円である。その他。中山間

直接支払いの交付金を活用している。すなわち，

法人区田と利用権を設定した農地の個人配分は法

人の運営費として徴収し，それが年間80万円強に

なる。

　法人区日田は，集落の水田面積14.5haのうち約9

haをカバーしている。法人の特徴は，すべての

農地を法人と利用権設定するのではなく。各地権

者の事情・意思に任せて柔軟に対応しているとこ

ろである。すなわち組合員のなかには，すべての

農地を法人と利用権設定した人，一部だけ利用権

設定し残りは自作している人，組合員ではあるが

すべて自作している人など多様である。したがっ

て，法人がカバーする約9haのうち1haは法人

と利用権の設定をしておらず，残り8haで利用

権を設定している。設定期間は10年，小作料は

10a5,00O円（水張り面積）で，不在地主にも同額

を支払っている。

③経営状況

　作付けは，米が4.3haで，品種はコシヒカリと

キヌムスメが半分ずつである。キヌムスメは，県

が島根のブランド米にしようと取り組んでいる品

種であり，コシヒカリよりも暑さに強い。法人の

米はいずれも慣行栽培である。品種は，自作して

いる農家は各自が決めるが，それ以外は法人で決

定している。出荷先は，農協出荷が６割，残りの

４割は米穀業者の浜田支店長が集落の人なので，

同業者に出荷している。2010年の米価は，農協の

30kg5，350円に対し，業者は同6，200円と高い。

　転作は，3,5～3.7haで大豆をつくっている。法

人の経営地は，広い場所］カ所と谷沿い２ヵ所の

計３ヵ所の団地となっている。転作は，３ヵ所の

なかの農地を半分ずつ１年おきに転作するブロッ

クローテーション(BR)を組んでいる。法人が

できるまでは，各農家がバラ転により転作対応を

していたが，法人を設立してからＢＲに取り組ん

でいる。

　その他,　島根県農業技術センターが開発した県

の奨励品目であるブロッコリーとビタミン菜を交

配させた野菜「あすっこ」を,2010年から10aつくっ

ている。それは，組合員である女性の生き甲斐や

就業機会をつくるためにはじめたものであり，こ

れから本格化していくつもりである。奨励品目の

ため農協出荷しかできない仕組みになっており，

市販価格で1309110～120円，生産者には平均同

65円か入る。

　法人が所有する主な機械は｡2010年に購入した

田植機１台のみである。コンバインは，中山間直

接支払いの集落共同分で購人したコンバインを，

法人が集落協定に料金を支払う形で借りている。

また, 2011年には法人としてトラクターを購入す

る意向である。

　オペレーターは，自分の機械を所有する５人が

中心である。いずれも兼業農家であり，年齢は52

～72歳（平均60歳）で，自分の機械で作業をして
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いる。管理作業は地権者がおこなう決まりである

が，できない場合は法人が水路の同じ人，あるい

は農地の近い元気な人に作業を委託している。

　オペレーターには，機械のリース料金と作業労

賃を支払う。例えば収穫作業であれば，コンバイ

ンのリース料10a4,500円（ガス代込み）と作業労

賃10a3,000円か支払われる。

管理作業の場合，作業労賃は畦畔草刈りで

10a5,000円，水管理で10a2,000円である。作業の

把握と計算の容易さから，いずれも面積に対する

支払いで統一している。最も金額の多いオペレー

ターで，小作料を含め年70万～80万円である。そ

の他，乾燥調製は50％を農協のライスセンターで

おこない，残り50％は先述した集落農家に委託し

ている。転作大豆は，機械を所有していない組織

や農家のコスト低減と，所有している組織や農家

の機械稼働率を高めるため，農協が人豆作業を割

り当てている。法人区田の場合，播種は同じ町内

にある集落営農「農事組合法人ひやころう波佐」

に収穫は江津市の組織に乾燥は旧弥栄村へ委

託している。

　2010年の法人の収入は，農産物販売金額約500

万円と交付金500万円の計1,000万円である。ただ

し交付金は，戸別所得補償制度への変更により，

変更前の水田経営所得安定対策と戸別所得補償制

度の交付金が一気に入ったことで，例年よりも過

大な金額となっている。法人としては，人件費等

のコストを差し引いても赤字にはなっていない。

黒字分（総収入の10％前後）はすべて内部留保に

回している。2010年に法人で購入した田植え機は，

この内部留保が原資である。

④今後の経営展開と農政に対する意見等

　今後の展開は。新たな品目を模索する必要があ

ると考えている。以前，ブロッコリーとタマネギ

に取り組んでみたが，前者は虫にやられて売り物

にならず，後者は価格が安く，農薬や苗代を差し

引いたら賃金も出せない状況であった。

　法人としては，現理事のＯさんがそうであった

ように60歳から戻って来ても十分戦力になるし，

伊木集落では定年帰農の希望者も少なくない。ま
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た，次世代の層も５～６戸ほど確保しており（い

ずれも兼業農家), 現在も管理作業をするなど次

世代への継承はスムースにいくとみている。

　伊木集落のような農村部では，郷土芸能が重要

な役割を果たしている。集落や周辺地域の青壮年

層は，石見神楽の社中に属している。郷十芸能を

通じて，青壮年層が集落や地域と一体となって活

動していることが，農業や地域社会の維持を次世

代につなげることのできる基盤となっている。な

お，集落外から法人に対して農地を借りてくれと

の話はあるが，労力的に無理なので断っている。

　農政に対しては，米戸別所得補償制度には法人

で参加しており，2010年は固定部分約90万円，変

動部分30万円強が交付された。制度自体は悪くは

ないと思うが。これにより米価が低くなったのも

事実であり，評価としてはプラス・マイナスゼロ

といった感じである。また，飼料用米・イネの交

付金が高く，両者に取り組んでみたいとも思って

いる。ただし，クリアすべき問題が多くて取り組

めないのが実情である。１つは自分で販売先を確

保しなければならないこと，いま１つは販売先か

らは必要な時期に持ってきてくれといわれるた

め，それらの保管場所や施設の投資が必要である

ことである。農協が販売先を確保し，飼料用米・

イネを保管してくれれば，取り組むことも可能で

ある。

　ＴＰＰは，日本全体のことを考えればやむを得な

い面もあるが，農業で考えれば大変な事態になる

と思う。日本人は自分の思いが強い民族なので，

消費者にも「日本の米を食べたい」という気持ち

が強いであろう。そのため. TPPを締結しても当

分は大丈夫だと思っている。しかし，日本のコシ

ヒカリも豪州のコシヒカリも，食味はあまり変わ

らないのが実情である。牛肉を例にあげると，日

本産も外国産も味はほぼ同じであり，現に消費者

は外国産を抵抗なく選択し食している。米も牛肉

のような結末をたどるのではないか。ＴＰＰを結ん

だ後に，現在の収入に見合った補償がなされるの

か，それとも自己責任・自助努力で終わるのかに

よって。日本農業の将来は決まってくるだろう。
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（４）農）Ｆ農園一旧旭町

①法人の設立背景と組織体制

　農業生産法人「F農園」は. 1989年に設立され

た。代表であるＮさん（現在61歳）は，高校卒業

してのち電話会社を設立(1971年）し，その後建

設の下請け会社や運送会社など複数の会社を立ち

上げる地元の起業家である。2011年には浜田青果

市場の代表取締役となり，その他にも商工会議所

の役員，農協理事などを兼任している。

　法人を立ち上げるきっかけは, 1980年代後半に

55歳定年制から60歳定年へ引き上げられ，その対

策として雇用機会を創出するために新たな事業を

展開したいと考えていた｡そこで目をつけたのが，

ウメの栽培とレジャー事業である。ウメは，日照

時間が少ない山問部でも可能なことや比較的手間

ひまがかからないことが選択した理由である。春

から夏にかけてウメを栽培しながら，スキーやリ

ゾート，ペンションといった総合的なレジャー事

業を合わせておこなう計画であった。

　場所は．Ｎさんの母親の出身集落（旧旭町内で

当時は３～４戸の農家しかなかった）を考え，集

落内の耕作放棄された畑を貸して欲しいと歩いて

回った。Ｎさんとしては約20ha,期間50年の借

地をしたかったが，規模と期間が大きすぎ地権者

からの賛同が得られなかった。そうした折，町役

場から先に記した造成農地の山之内梨園でしては

どうかという声がかかり，１～２年ほど検討した。

当時赤ナシは，大阪市場で1 kg330円で取り引き

されており，この価格ならいけると判断しＦ農園

を立ち上げた。

　出資金は．Ｎさんとその父・母，叔父さん２人

の５人で100万円を出資している。その後，父・

母と叔父の１人が他界したため，現在はＮさんと

叔父（83歳）の２人に加え，2006年に新たにＦ農

園で働いている職員（33歳）を理事にしている。

　法人の正社員の概要は，表５のとおりである。

当初は，人材確保の面から月額25万円の給与を支

払っていた。しかし，本当に農業が好きかどうか

分からない人や。単に働き口がなかっただけで来

る人もいたため｡現在は月給15万～20万円,年１ヶ

月未満のボーナスに変更している。この他に年間

雇用の女性パートが１人おり，時給は700円であ

る。 55～56歳の正社員と女性パートは定住化促進

事業で雇用し，残りの３人は職業安定所や人から

の依頼で雇用している。雇用は寒い冬がポイント

であり，生半可な気持ちだと冬で辞めていく。仕

事内容は，正社員もパートも同じナシ全般の作業

をおこなう。いずれも農業経験はないが，経験し

ていくうちに作業を覚えていけばよいと考えてい

る。

②法人の経営状況

　農地は，山之内梨園で15ha (うち3haは不要

な農地）を購人している。当初の提示価格は1

ha100万円であったが，最終的には1 ha330万円

（立木込み）で購入した。県内の農地の高い地域

では，1 hal, 200万～1,500万円するところもあり，

Ｎさんとしては330万円でも許容範囲であった。

その後，Ｆ農園は2010年に山之内梨園内の農地1

haを新たに購入している。地権者は。山之内梨

園に参入した企業であり，事実上倒産している。

そこで，市から農地を購入しないかという話がき

資料：ヒアリング調査より作成(2011年9月)。
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て，県公社を通じて浜田市から購入している。農

地価格は1 ha330万円で，一括購入している。そ

の他に，近年購入した農地はない。

　山之内梨園では12haでナシをつくっている。当

初ナシは８年で成本になると聞いていたが，実際

は12～15年かかる。そこまで待つと，経営費がか

かりすぎるため，Ｆ農園では４年目からナシの収

穫をはしめた。しかし，そのため品質のよいもの

がとれず，その結果単価も安かった。栽培技術の

面では，農協からの指導は特になく，農業改良普

及センターがよく指導してくれて大変助かった。

収穫したナシは，60～70％前後を農協に出荷して

いる。残りは，卸売業者への直接販売や広告を出

しての販売（ネット販売はしていない）などであ

る。今後もこれくらいの割合で，出荷・販売して

いくつもりである。

　また，2007年の新開団地造成時から新開団地の

畑3haを借地している。ここでは，軟弱野菜や

大根などをつくっており，いずれも農協に出荷し

ている。Ｆ農園は，刑務所の受託業務に応募し，

現在同農地は受刑者の刑務作業農地に指定されて

いる。そのため当該農地の借地料は免除されてい

る。

　Ｆ農園の売上金額は，ナシが2,500万円，新開

団地の野菜類900万円の合計3,400万円である。近

年ナシの価格も低下しており。大阪市場で1990年

に1 kg330円であったものが，現在は同210円に

まで落ちている。実際，段ボールや運賃等のコス

トを差し引くと，1 kg80円の手取りにしかなら

ない。代表のＮさんはＦ農園から給与はもらって

おらず，Ｆ農園は人件費を出してトントンの状況

である。

③研修制度について

　Ｆ農園は，先述した市の研修制度に協力してい

る。これまでに法人は，数人の研修生を受け入れ

ている。約１／３の研修生は自分で住居を探し，

残りの２／３は市営および町営住宅を斡旋しても

らっている。研修後の進路はあまり把握していな

いが，概ね１／３が就農（浜田市に限らず）し，

残りは他分野の職業に就職しているようである。
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ただし，女性は結婚して浜田市に住んでいるケー

スも多い。

　研修生の多くは，農業へのあこがれもあるが，

白然のなかで働きたいという気持ちが強い。しか

しそれは反対に都会疲れといった気持ちが強い

ように思われる。研修生といっても個々の農業に

対する能力や知識,経験｡技術はパラパラであり，

研修でこうすれば定着するというものではない。

研修生自身が，どういうスタンスやあり様で農業

をしていくのか，それによって研修すべき内容も

大きく変わる。また，農業は自然相手のため，研

修生は自然体のなかで成長するものであり，根気

強く我慢するしかない。そもそも農業の全体像を

覚えるだけでも，１年の研修では無理である。

④今後の経営展開と農政に対する意見等

　今後の展開は，海外での生産も視野に入れてい

る。経営規模でいえば，北海道クラスの農業でも

海外では太刀打ちできないであろう。今から20年

ほど前に。メキシコや中国でナシをつくろうと計

画した。　しかし，メキシコは日本までの輸送コス

トの問題で断念せざるを得ず，中国は官僚の問題

（汚職，賄賂等）で断念した。　しかし20年前と異

なり，現在の中国は政治・経済体制も変わってお

り，再度考えている。

　TPPは，反対ではない。TPPを結ばなくても日

本の農業は後退しているのが実情である。TPPを

結ばなければ何とかなるというものでもなく，結

ばなくても安価な農産物はどんどん入ってくる。

　条件不利地域に位置する浜田市は平野部とは異

なり，経営規模の拡大が困難であるとともに，農

業の担い手がある程度限定されていた。しかし，

担い手の確保状況やそのあり様は，集落によって

異なる。さらにいえば，米などの土地利用型と果

樹などの労働集約型の問でもその様相は異なって

いる。

　調査した米の個別農家である１番･２番農家は，

地域内に集落営農がなく，両農家が地域の農地を

借り受ける地域農業の主たる担い手であった。

４. おわりに



　しかし２番農家も78歳と高齢のため，今後は子

供が農業を継がないのであれば，これまで借地し

ていた農地はすべて地権者に返還せざるを得ない

とのことであった。

　他方１番農家は, 今後，規模の拡大よりも３地

区に拡がる経営農地を居住する地区内に集積させ

たい意向を有していた。つまり。規模の拡大より

も農地の集積を重視し, 労力とコストの集約化・

集中的投下を図ることが，今後の１番農家の方針

である。そのことは同時に　１番農家が借地をし

ていた居住地区以外の２地区の農地については，

借り手が空白化することになる。それをカバーす

るためには，当該地区が集落営農を立ち上げ自ら

農業経営をおこなうか，あるいはそれを通じて１

番農家をサポートするかといった地区内農業の新

たな分業・協業体制の構築が求められる。いずれ

にせよ，１番・２番農家による佃別対応が困難化

するなかで，両地域ともに何らかの組織化・集落

営農が求められよう。

　それを早くに実践したのが，集落営農の「法人

区田」であった。法人区田では，集落営農の立ち

上げに不安をもっていた集落農家に対し，集落営

農の設立は次世代へ繋ぐ環境整備であるという目

的を明確にし。例えば農作業は自作をしたい農家

は自作をしても構わず，困難な作業から集落営農

に任せる方式を採用するなど。各構成員の事情を

優先し多様な形態を認める形で，集落営農として

は無理をせず，できるところから徐々に集落営農

内部に取り込んでいくことで集落農家の不安を払

拭するとともに彼らの集落営農への参加の障壁

を取り払うことに留意していた。

　このような気配りに加え，法人区田では郷土芸

能を通じた地域・農家どうしの結びつきが強いこ

とも集落営農の設立とその活動をスムースなもの

としている。すなわち，郷土芸能による地域社会

の紐帯が，集落営農で支える地域農業の維持につ

ながり，そのことが再び地域社会の紐帯を強める

という好循環である。

　なお，１番農家が今後の課題とする農地集積を

進める制度の１つが，農地利用集積円滑化団体に

よる白紙委任である。先述したように浜田市は,

条件不利地域に位置するとともに，高齢農家や兼

業農家が多いことから。農業委員も白紙委任され

た農地を斡旋しようにもなかなか借り手がみつか

らないのが現状である。そもそも比較的条件のよ

い農地は,農家間の相対で借り手が決まっている。

そのため，白紙委任で出てくるものは条件の悪い

農地が中心となるので，より借り手をみつけるの

に困難をともなう。しかも，仮に借り手をみつけ

たとしても，農業経営や農政に対する将来不安か

ら借地期間も短期を望んでおり，その不安定性の

解消には結びついていない。

　浜田市の場合，白紙委任の農地は，借り手がみ

つかるまでは地権者が農地を保全・管理すること

にしている。そのため，白紙委任はあまり出てき

ていないのが実情である。しかし，円滑化団体が

農地の保全・管理をすることになれば，一気に多

くの農地が出てくるものと思われる｡そのことは，

地権者による農地保全・管理が農地供給の一定の

均衡，すなわち無秩序な農地供給の抑制として作

用していることを示している。他方で，それだけ

農地供給圧力がすでに強いことも同時に示してお

り，供給圧力への対応を図るためにも集落営農な

どの組織化が必要とされる。

　他方，労働集約型農業の一翼を担っていたのが

調査した「Ｆ農園」などの参入企業である。端的

にいえば，労働集約型農業は。条件不利地域でも

少ない農地の利用で展開可能な農業であると同時

に，土地利用型農業に比べ収益性の確保が可能で

ある。それは，少なくない企業が参人していると

いう実績からもみてとれ，同時に浜田市が提供す

る研修制度においても研修生のほとんどが，果樹

や野菜を選択していることにもあらわれている。

つまり，労働集約型農業は，土地利用型農業より

も新規就農者の確保や主たる担い手の維持・確保

の可能性がかなり高いといえる。ただし参入企業

の特徴は，いずれも公共事業の減少の影響を受け

た地元企業が新たな事業開拓として参入したもの

であり，経営農地も造成団地が中心であった。そ

の点において浜田市の事例は，ＴＰＰ問題以降加速
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条件不利地域における担い手の存立形態と課題

化しつつある農業の競争力・体質強化を図るため

に，一般企業に対する農業への参入規制の緩和と

農地所有権の取得を認めるべきとの主張とは異に

するものである点に留意する必要がある。

　さらに，参入企業とは異なり資本力の弱い新規

就農者(個人)の場合,新たに果樹をはじめるには，

木を育て収穫を得るまでに数年を要するため，そ

の間の,特に収入面でのサポートが不可欠である。

40歳未満に限定されるが，新たにはじめる青年就

農給付金(年間150万円の給付)はその一助といえ，

現場でも大きな期待を寄せている。
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