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はじめに
　2010年センサスは，高齢化が著しく進むなか
で，それが構造変化に強く反映しだしたことを示
した。そのような量的な変化のなかで以前にもま
して強く意識されるようになったのが圃場分散で
ある。
　分散の防止と言う点では，農地を「領土」とし
てもつ日本の「むら」農業にあっては，個別経営
体の面的集積もさることながら，集落営農法人化
は最もてっとりばやい方法である。そして集落農
地の法人への利用権集積と権利管理にあたって
は，農地保有合理化法人としての県公社を通じる
転貸借機能の貢献が大きい。
　規模拡大加算は，当初は農地利用集積円滑化団
体を経由する場合のみだったが，政権再交代後に
県公社を通じるそれも対象になるようだ。これに
より任意組織を法人化することにより，法人に利
用権集積されるようになれば，一定の条件を付し
てだが10a当たり２万円の規模拡大加算が得られ
るようになり，法人移行に弾みをつけることにな
る。
　このようななかで，本稿は，県公社が任意の集
落営農の法人化に伴う利用権集積に介在した集落
営農法人の事例をとりあげ，その有効性を検証しつ
つ，併せて集落営農法人の地域的多様性をみたい。
事例としては西日本から山口県（Ⅰ），東日本から
福島県（Ⅱ）を取り上げた。さらに同方式を活用し
ていない福井県についてもみた（Ⅲ）。ただし山口，
福島についても事例の全てが公社介入方式とは限ら
ず，また調査は2012年12月～2013年２月を主とした
が，2009年３月の事例もある（Ⅰの１，２，３）。
　本稿はあくまで事例報告を旨としているが，そ

の際に，概ね①集落，②経過，③構成，④経営，
⑤収支，⑥課題（地域との関わり等を含む），の
順に記した。

Ⅰ．山口県における集落営農法人
　山口県は中山間地域が県土の７割を占め，１戸
当たりの経営規模も小さく，高齢化が全国より10
年も早く進展するという状況下で，個別の担い手
への農地集積には限りがあり，集落営農を推進し
てきた。1999年には「やまぐち型担い手育成モデ
ル事業」を創設し，その後も後続事業を展開する
ことで集落営農化を図ってきた。モデル事業は，
１～数集落単位での作業委託組織と，３戸以上（概
ね24ha以上）の受託組織を「やまぐち型担い手
組織」として市町が認定し，農地集積促進費・機
械補助等を行うもので，それに県公社が介在して
きた。
　2007年からの品目横断的政策で集落営農化が加
速され，特定農業団体→特定農業法人化が追求
されたが，山口県は１集落の面積も10ha前後と
少ないことから初めから法人化をめざす気運も
あった。2009年には集落営農法人連携協議会も結
成され，2012年10月には118法人を構成員として
いる。そのうち県公社の合理化事業を活用した
法人は2012年度末で89法人，2,222haに及んでい
る。地域的には山口市20法人，804ha，萩市20法
人，502ha，下関市８法人，261ha等が大所である。
89法人のうち圃場整備関連が９，円滑化団体との
連携が28を数える。
　以下では，公社活用事例に限らず紹介する。は
じめの３事例は2009年調査で，数字は全て調査時
点のものである。



24

１．植柳ファーム（美祢市，2004年農事組合法人，

23戸，20ha）

　①集落
　東厚保村（明治村）の大字（藩政村）川東の11
集落うち，植松と柳川の２集落による取り組みで
ある（戸数は，植松一区９戸，二区11戸，柳川11
戸の計30戸）。集落は萩藩から山口に抜ける街道
筋にあり，一時はサーキットのレジャー施設等も
建てられたが，それも潰れ，今は静かな中山間地
域である。２つの集落は農地が入り組み，昔から
農業関係を共にしてきたが，講や生活扶助は別々
に行っている。浄土真宗の門徒が多い。1984年か
ら団体営圃場整備事業に取り組み，平均15a区画
にした（６～30a）。
　②経過
　この圃場整備に際して，債務保証の関係から営
農組合の設立と大豆の団地転作が促され，30馬力
のトラクターと大豆管理機，防除機が導入された。
この営農組合は1994年頃には活動が低下した。大
豆の品種転換がうまくいかず，秋に鋤き込む状態
で嫌気がさしたのが原因のようである。
　2000年に入り中山間地域直接支払政策が開始さ
れ，自治会がないために，農協組織の集落長だっ
た，現在の組合長Ｔさんが中心となって地域振興
協議会を作って受け皿となり，年600万円ほどの
直接支払を受け，６割を共同活動に使うこととし，
集会所の水道，道路標識（「高杉晋作脱藩の道」，
小田切徳美氏の言う「誇れる地域」を作りたい），
排水の悪いところの改良，猪害対策，夏祭等を行
い，残りは将来に備えて積み立てることにした。
農地・水・環境保全向上対策事業では用水路の改
修等を行っている。
　こうして中山間地域直接支払の総会で2003年に
は法人の前身が再発足した。営農組合当時の役員
は80代になったが，組合の多少の財産も残ってお
り，地域振興協議会に今後のあり方をまかせても
らうことにした。問題は営農をどうするかを考え
るに当たり，みんなで出掛けると物見遊山になり
がちなのを避けるため，植松一区，二区，柳川の
３組から３人ずつ，９人で県内，広島等の先進地

を視察した。協議会の結論として，①任意組織は
一度挫折した，特定農業団体は問題の先送りにな
るし，会計を担当する人が大変だ，として直接に
法人化し，会計も税理士に頼むことにした。②法
人としては１人１票の農事組合法人が地域の実状
に合う。地域には隠れた人材が沢山いる。③法人
化して特定の者に任せると，農業から足が遠の
き，猪害の発見も遅れる，米大豆だけでは周年就
業も難しい，特定のオペレーターは作らない，と
言うことから農事組合法人を選択した。法人化に
あたっては，とくに普及センターと農業会議の指
導が役だった。
　組合長になるＴさんの経歴（後述）からして新
たな農政が始まる情報は耳にしていたが，政策の
如何にかかわらず「田を守る」「集落を維持する」
ことが目的だからと言う判断で法人化に踏み切っ
た。農家･農地の２/３が参加してスタートした。
　県内の先進法人には，後からの参加を認めない
方針のところもあったが，この中山間で集落の人
間関係がおかしくなったら終わりだとして，それ
までの負担相当を条件として参加を認めることに
し，４年目からは５戸が参加し，９割を集積する
ことになった。
　③構成
　組合員は23戸，農地は水田のみで19.6ha。地区
外から８戸（２戸は東京･名古屋の不在地主），２
haほどの借入がある。
　出資金は１口（10a）１万円だったが，2008年
に増資して500万円強である。農協出資はない。
営農組合は継続して農用地利用改善団体となり，
機械等はそこからの借入と法人としての購入で，
トラクター33馬力１台，田植機５条１台，コンバ
イン４条２台である。
　組合長Ｔさんは71歳，県庁の農林部次長で定年
退職し，ふるさとに戻った（長男は県庁職員）。
山口市在住中，70a程度の水田は，圃場整備後は
農協に機械作業を委託し，水管理は母親，畦畔管
理は本人がしていた。栗を１ha，ブドウをわず
かだがやっていた。
　役員は理事５人，監査１人で，役員手当ての総
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額は44万円でボランタリーな水準だが，次に誰か
を専任で頼むときには最低180万円は必要と考え
ている。
　④経営
　水稲14.5ha，転作大豆5.5haである。水稲の平年
反収は６俵と低い。
　オペレーターは５人。70代２人，60代１人（農
協OB），50代２人（１人は退職してホウレンソウ
に取り組む）。オペレーター候補として40代のマ
ツダ下請け会社勤務が１人いる。オペレーターは
時間給1,200円を1,400円に値上げした。一般作業
にはオペレーターも含めて18～19人が参加し，時
給1,000円を1,100円にした。
　水・畦畔管理は地権者が12ha，法人が２ha

（メンバー外の土地か）行う。畦畔管理の対価は
10a7,500円のところ8,500円に，水管理は4,000円
のところ5,500円に値上げした。地代は16,000円。
水･畦畔管理の委託料と合わせて３万円にしたい
意向である。中山間の２期目の交付金は10割と８
割の２種になったが，法人があるために10割をも
らえることから２割分は法人帰属とし，それに先
の集団活動分を合わせて畦畔･水管理の支払の一
部を賄っている。
　⑤収支
　初年度は台風害で大赤字だったが，その後は，
労賃等の値上げにも見られるようにバランスを
取っている。2008年度については営業（農業）利
益で280万円の赤字，営業外（交付金等）が1,000
万円で，差額の720万円を先の労務費280万円と農
業経営基盤強化準備金（以下「基盤強化準備金」）
450万円に充てているが，後者は必ずしも使い勝
手が良くないとしている。
　⑥課題
　米・大豆でよいと言うわけにはいかないが，女
性も働ける人は外に出ているし，高齢化も進んで
いる。法人で働くならそれなりの仕事を考えよう
と言うことで，2007年にはヤーコンに取り組んで
みたが思わしくなかった。
　集落の集会所を使っているが，法人の事務所が
ないと人づくりもできないとして，それが課題に

なっている。
　法人は春作業の前にもちつき大会を行い，子供
達にも呼びかけている。当面は組合員とその親戚
の参加だが，不在地主にも参加を呼びかけたい。

２．小国ファーム（萩市，2001年農事組合法人化，

22人，22ha）

　①集落
　むつみ村（昭和村）の高俣村（明治村）の片俣
村（藩政村）の５集落のうちの小国集落（15戸，
農家13戸，20ha）。山陰けの日当たり不良，排水
不良の集落だ。
　②経過
　1995年にパイロット事業で圃場整備を行った。
その前は1955年頃の区画整理で最大で10aにした。
今回の整備で平均20aになった。1996年に小国営
農合理化組合を設立し，県の補助事業でコンバイ
ン２台導入と作業場を建て，秋作業を共同化した。
オペレーターは比較的若い４～５人が担当し，運
搬も４～５人で行った。
　1999年に秋作業だけではもったいないとして春
作業も共同することにした。トラクターは個人有
を使い，田植機５条29台を購入した。育苗は個人
で行った。同時に転作のブロックローテーション
も開始した。それまでも飼料作物や大豆を個人で
バラ転していたが，効率が悪いと言うことで，数
カ所に固めて，出られる人が出る体制で取り組ん
だ。普通は５～６人の出役だが，多い時は20人ぐ
らい出てくれた。
　2000年から中山間地域直接支払が開始された
が，集落協定は13戸で，組合と同じメンバーだっ
た。支払は農地・水路の維持管理と「いのしし牧場」
の建設に使った。「いのしし牧場」は猪15～６頭
を飼っている。最初は猪を捕獲した人が子（うり
坊）を育て，それが10頭に増えて，家の近くでは
大変と言うことで，村単事業100万円を使い，借
地して牧場を作った。牧場は観光用で，道の駅「う
り坊の里」（当初は村立）で猪肉を販売しているが，
猟師から購入したものが主で，足りない時に年１
～２頭を処分する程度である。餌は小米や賞味期
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限切れのドーナツ，夏はトマトである。
　2001年に農事組合法人化した。村では二番目の
法人化だった（トップは「こぶし」）。理由は任意
組合だと個人ごとに再計算しなければならず煩雑
だったことだ。法人化にあたっては，むつみ村役
場，普及センター，農協の世話になった。合理化
組合の機械を使うと言うことで，はじめから組合
法人形態を選択した。
　出資金は当初は１人１万円で計26万円，現在は
195万円になっている。
　③構成
　法人化にあたっては，13戸の全員一緒にやろう
と言うことで夫婦で組合員になることにした。萩
市内では夫婦で組合員になるケースが多いと言
う。
　面積は22haで，利用権設定は当初は直接に行っ
たが，06年の更新に際しては県公社を通している。
うち構成員の田は20haで地代は20,000円，借地が
他集落の３戸から２haで地代15,000円。その他に
集落外の５戸から田植2.9ha，収穫2.4ha等の作業
受託をしている。
　法人は2009年に１haを購入することにした。
売り手は組合に貸していた集落外の80歳過ぎの農
家で，総額150万円である。
　役員は組合長71歳（元村議会長，２ha），常務
理事67歳（元会社員，トマト担当），理事４名で，
とくに会計担当理事のＹさん58歳は市役所を定年
前に辞めている（1.3ha），経理の経験はないが税
理士を入れて対応している。役員報酬は全員で年
50万円である。
　オペレーターは４～５人で，75歳から42歳まで。
42歳氏は森林組合に勤めながらやっており，オペ
レーターとしての活動が多いなかで最も若いのは
会計担当のＹさんである。
　④経営
　作付けは水稲18ha，大豆3.8ha，トマト30aであ
る。水稲は，減減米の「エコ50」が10haで，農
協売り１俵15,000円，普通米のコシヒカリが７ha
で，農協から買い戻して「奥あぶ清流米」として
10kg3,500円で販売。水稲の反収は法人化当初は

６俵だったが，現在は8.5俵に上昇している。
　水・畦畔管理は組合として行っている。水管理
は，適期作業ができると言うことで水系ごとに６
人の責任者を決め，10a3,500円でやっている。畦
畔管理も土日曜に10人が出て行っている。
　法人化と同時にもち，かきもちの加工を農閑期
に女性が取り組んでいる。当初は10人程度いたが，
高齢化で６～７名に減っている。道の駅，地元５
集落による11月第二土日曜の「ルーラルフェスタ」
で100万円程度の売上げがある。
　トマトは03年から常務ともう１人が育苗ハウス
で取り組み，組合の収入にしている。
　林業は，07年から降雪のある12～２月の仕事と
して森林組合から枝打ち，間伐の委託を受けてい
る。
　時給は，オペレーター，普通作業，除草が1,000
円，林業は1,200円，加工は700円である。
　⑤収支
　営業（農業等）の収入は3,500万円，原価を差
し引いて600万円の黒字。米大豆以外にもトマト，
いのしし牧場，加工，林業等に多角的に取り組み，
営業収支を黒字にもっていっている点は他法人と
比較して評価される。
　営業外利益が1,200万円ほどで，当期利益は，
従事分量配当1,300万円弱と基盤強化準備金400万
円等に充てている。結果的に営業外利益（交付金，
中山間地域直接支払，農地・水・環境支払）と従
事分量配当額がほぼ等しくなる。
　⑥課題
　前述のように員外からの借地が増える傾向にあ
る。貸し手が高齢化しているので組合としては断
わるのは難しいが，こちらのオペレーターも定年
組が主で労働力不足である。そこで組合として
は隣りの金谷（かんだに）営農生産組合（16ha）
と遅くも５年以内に合併することを考え，リー
ダー同士の話合いに入っている。合併すれば数名
がグループを作ってやることになろう。
　組合としては，この３月に31歳の者を時給1,000
円で雇用した。ボーナスはなく，年200万円弱の
支払になる。県の防府でのガイダンスを通じて応



27農地保有合理化事業を通じる面的集積体としての集落営農

募してきた。自動車関連企業の離職者で，農業は
未経験。市営住宅の空きがなく民家を借りている。
組合としては「続けてやってもらえればいいが…」
としている。

３．二島東（山口市，2002年農事組合法人化，

102戸，76ha）

　①集落
　秋穂町の大字秋穂二島のなかの仁光寺（68戸），
幸田（31戸），宮の旦（12戸）の３集落。二島は
昔は海で二つの島があったと言うことだが，干拓
地ではなく，古くからの村であり，真言宗が多い。
　②経過
　３集落が1999年からの21世紀型大区画圃場整
備で同一工区87haに入った（仁光寺，幸田は同
じ水系で全面積，宮の旦は10ha以上のうち２ha）
二島東土地改良区を設立してあたった。その前は
３a，４a区画で，干拓地に近い排水不良の地域だっ
たが，圃場整備で100a区画になった。
　圃場整備の補助金の要件とされていた組織化に
ついては，市会議員や農協理事がリーダーシップ
をとり，92年に「３集落１農場」の営農組合を立
ち上げとなり，全戸102戸が１万円の出資で参加
した。現在の役員にとっては父親世代の話である。
　補助事業で，トラクター２台，田植機２台，コ
ンバイン１台を導入し，99年からブロックロー
テーションを取り入れ，プール計算方式をとった。
稲作の３作業と転作麦の全作業を組合が担当する
こととし，オペレーターは40代を中心に５人だっ
た。組合も2001年からトマト等の野菜を転作に取
り入れた。野菜作りは年金の足しとして年寄りの
楽しみでもあった。
　１年間勉強して2002年に法人化した。理由は，
①任意組織では農地を借りられない，②とも補償
が個人に行き，それを組合が口座から引き出すの
は面倒，③野菜を組合に入れたら会計が複雑に
なった。まとまりのよい集落であり，農事組合法
人化することに異論はなかった。
　③構成
　法人の運営方法等は営農組合当時と変らず，実

態的には土地改良区≒営農組合≒法人と言える。
従って構成員も同じ。参加面積は76haだが，う
ち利用権設定は65haである。農協の出資はない。

「家」の関係で，女性は入らず主人だけが構成員
になっている。
　組合長Ｎさんは70歳，小学校教員を定年退職し，
公民館の仕事をしていた。50a所有。前組合長75
歳は農業者で130a耕作。役員報酬は年少額である。
　④経営
　作付けは水稲34ha，麦37ha，野菜3.15haで，自
主的に転作率50％にもっていっている。そのほう
が楽で，産地作り交付金があり収益的にもよいと
言うことである。米は前述の「エコ50」を作って
いるが，品質がよくなく，農協出荷で１俵12,000
円である。しかし減減米を10ha導入し，将来的
には直売をしたい。資材も全て農協利用で，大口
割引7.5％がある。
　野菜はキャベツ，裏作のタマネギ，「はなっこりー」，
中国野菜，菜の花（これは人気がある）。営農組合
化で年寄りの仕事をとりあげてしまったが，「田植だ
け出てくれ」ではみんなパートに出てしまい，いざ
と言う時に人を集められない。野菜作りに雇用して
年金の足しにしてもらうことで，女性パートを年間
確保できると言うことである。
　オペレーターは６人，57～65歳である。補助作
業には16人くらいが出る（女性が６割）。時給は
オペレーター2,000円，補助1,500円，野菜700円で
ある。
　水管理，畦畔管理は地権者が行う。草刈りは年
３回行う。行政・業者に頼むと値上げして１回
5,000円で15,000円になるところ10,500円にして，
その他に10a当たり苗運搬670円，水当て2,700円，
除草450円とし，10a当たり14,320円を法人から地
権者に払っている。
　農協の音頭で，2000年からたまねぎオーナー園
を開設している。20～30家族，100人くらいが来
園し，植付けと馬鈴薯掘りをして，地元産野菜で
構成員の奥さん達が作ったカレーを食べ，タマネ
ギ，馬鈴薯をもらって帰る仕組みである。２回参
加で大人1,000円，子供500円である。



28

　⑤収支
　農業収入は4,400万円で原価と管理費6,000万円
を差し引くと営業利益は1,600万円の赤字，それ
に対して営業外利益（交付金等）が5,000万円弱
で，当期利益は従事分量配当（先の水･畦畔管理料）
と基盤強化準備金600万円強等に充てられる。
　地代は2008年の場合10a27,000円である。05年
から全て従事分量配当で処理していたところ，消
費税の支払が多くなったので，06年から従事分量
配当と地代に分けたそうである。しかし組合とし
ては事業分量配当と言う考えで，前述のように従
事分量配当が14,000円強に固定されているため，
地代が毎年変ることになり，最高では45,000円に
達したこともあると言う。
　⑥課題
　このように収支は良好であり，組合としては１
人雇えると言うことで，オペレーター候補として
農業者大学校卒の21歳の青年を正規雇用した。前
組合長は後継者を作らねばならぬと考えていて，
構成員子弟を組合の後継者として雇用することに
した。農協は従事分量配当方式を提案したが，組
合としては給与体系でやろうと言うことにして，
農協職員並みをめざし，４週６休で基本給15万円

（手取り13万円）とした。ボーナスは税理士と相
談して決めることにしている。法人構成員子弟が

「いえ」の後継者としてではなく，法人の従業員
として雇用されるところに新しさが感じられる。
　なお農地・水･環境保全向上対策事業には自治
会として「元気村二島東」として水路，道路の補
修等に取り組んでいる。
　隣の二島西でも140haの法人ができる予定であ
る（その後，42haと77haの２法人が成立）。

４．弥富５区（萩市，2010年農事組合法人，34人，

26ha）

　①集落
　須佐村（昭和村）の弥富村（明治村）の大字弥
富下（藩政村）の６集落の一つ。昔から５区と呼
ばれてきた。戸数27戸，うち農家18戸。島根県津
和野町と接する中山間地域。

　②経過
　1990年に転作を団地化するとカネがくると言う
ことで弥富５区農業生産組合を作り，転作の作業
受委託を開始した。それまでは牧草とタバコをバ
ラ転していた。水利の悪いところを選んで品種統
一して播種は個人，収穫は集落外の畜産農家が行
う方式だった。
　94年に県単事業でトラクター31馬力を導入し，
個人が持ち回りで利用した。
　2000年に中山間地域直接支払が始まり，５区と
して集落協定を結び，２/３を共同利用すること
にして，そのカネで集落の集会所を建てた。
　2004年に農林事務所から提起があり，農協，市
も入り，生産組合で集落営農に向けた話合いが始
まり，全戸アンケート調査がなされた。当時は，
３ha規模の農家２～３戸は自分でやりたいとし，
集落営農に賛成は６割程度，あとは「わからない」
と言うことだった。
　05年には転作にカボチャ20aを取り入れてみた。
植付けには10人ほどが出て，収穫は個人に委託し
た。赤字ではあるが時給700円が農家に入るメリッ
トがあった。しかし猿害が出て４年後にはやめた。
05年には田植機を導入し，田植機のない農家から
受託した。オペレーターはＮさんである。Ｎさん
は現在67歳，非農家で以前は大阪の建設会社で働
いていたが，こちらにＵターンしてオペレーター
になった。
　05年に中山間地域直接支払政策の二期目とな
り，法人設立加算として10万円が出ることになり

（2010年まで），再度，法人化に向けた話合いとなっ
た。
　06年に生産組合として県単事業でコンバインを
購入し，その作業受託を開始した。オペレーター
は先のＮさんである。
　07年に品目横断的経営所得政策が始まり，農協
からの指導で特定農業団体を設立した。当時，農
協は30数の特定団体を立ち上げたと言う。品目横
断的政策のカネをもらえるのが魅力で，「５年後
に法人化と言ってもまだ先の話」と言うことだっ
た。産地づくり交付金も特定農業団体としてもら
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い，時給1,000円の労賃支払とし，余剰金は面積
割りにしたが，実際には配分はしないで法人化に
備えた。しかし交付金の分は個人に課税されると
言うことで，不満が生じ，税金分を払い戻すこと
にした。
　09年には団体の女性部が集落点検を行った。高
齢化するなかで女性も法人化への関心が高まった
が，男性への遠慮があると言うことで女性だけの
話合いがなされ，「法人化するのであれば女性部
も何かしたい（花を植える，カボチャの加工をす
るなど）」「草刈りができなくなった」「農業だけ
では活性化は困難，病院，買物が不安」等の声が
出された。
　2010年に法人化に踏み切った。中山間地域直接
支払の法人化加算の最終年になるなど，期が熟し
たと言える。法人化の理由としては，①耕作放棄
地が出そうだが，「集落内の農地は集落で守ろう」。
②４戸の不在地主の農地3.5haを誰が耕作するか。
任意団体で耕作すれば，組合長個人名義になるな
ど面倒，と言うことが加えられた。
　③構成
　弥富５区は昔から農家18戸だが，全戸が加入す
ることになった。ただし家としての加入ではなく，
全員加入とし，構成員は34人になった。夫婦で加
入が12戸，親子で加入も４～５戸いる。農事組合
法人形態を選択した。
　集積農地は25.9haで県公社経由で利用権を設定
した。ただし作付け可能面積は19.3haと言うこと
で畦畔が多く，その保全が大変である。公社の合
理化事業は事務手続が簡単で，かつ公社は不在地
主まで追求してくれる。
　トラクター，コンバインは生産組合から購入す
ることとし，その代金は個人配分して出資金に充
てた。出資金は500万円である。田植機，乾燥機
は法人として購入したが，移行期と言うことで個
人有機械の活用も行っている。
　役員は理事７人，監事２人で18戸の半分があた
る。組合長はＡさん76歳で農協OB，中山間地域
直接支払と農地･水・環境支払の長も兼ねる。要
するに集落＝法人である。事務局長64歳は農協の

営農部長を務めた人で，実務を仕切っている。役
員は無報酬。
　法人には「役員等会」があり，法人役員の他，
区長（オペレーターをやっている先のＮさん），
女性部代表２人のほか，県農林事務所，市総合事
務所，農協阿北事務所も加わる。毎月２回開かれ
るが，萩市内への帰宅も考えて1.5時間で終るよ
うにしている。
　オペレーターはＮさんのほか，農繁期には３～
４人（52～67歳）が出る。勤めている人は休んで
もらう。Ｎさんの後継としては50代が１人いる。
　④経営
　作付けは，水稲（コシヒカリ，晴るる，あきま
つり，ヒノヒカリ）8.1ha，飼料米（ヒノヒカリ）
1.8ha，牧草6.3ha，葉たばこ1.1ha，野菜（ソバ，
タマネギ）1.1ha，景観作物0.5haである。水稲の
反収は８俵，農協売りで１俵13,000～14,000円で
ある。葉たばこは，専業農家１戸が取組んでおり，
当初は組合に参加しないと言うことだったが，参
加してもらいブロックローテーションを組むなか
で，適地をタバコ作に充てることにしており，野
菜は女性部の常時７人程度が取り組み（50～76
歳），ソバは無償配布，タマネギは農協出荷である。
これまでもゴマ，カンショ，サトイモ等を試作し
ている。
　牧草は畜産農家３戸と契約し，県の無角公社へ
も出している。
　水管理は地権者戻しではなく，担当を決めて行
う。草刈りは地権者が行うが，できない１戸につ
いてはＮさんが行っている。いずれも作業日報を
提出し，従事分量配当で処理している。
　「山口型放牧」と言うことで，組合は無角公社
から６頭を借り上げ，延べ3.5haについて６月中
旬から11月まで放牧している。耕作放棄地の解消
と鳥獣害対策にもなっている。
　生産資材は農協利用で，７～10％の大口割引が
ある。
　⑤収支
　時給はオペレーターも一般作業も1,000円にし
ている。地代は当分の間ゼロにしており，使用貸
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借である（タバコ作について10a10,000円程度の
賃貸借があったが，それもゼロにしてもらった）。
　売上げ高は1,200万円弱，売上原価と管理費が
800万円強で営業利益が340万円，事業外収益が
1,300万円弱（うち戸別所得補償が900万円強）で
1,600万円程度の経常利益を出している。それを
従事分量配当1,200万円と基盤強化準備金230万円
で処分している。
　地代ゼロで面積割りの配当はないが，農地管理
手当ての名目で10a3,000円を払っている。
　その他に集落（＝法人）としては中山間地域直
接支払や農地･水・環境支払が入ることになる。
　⑥課題等
　その他に，女性部が植付けを行い，集落住民交
流会として「サロン」（６月），花壇苗の植付けを
見ながらの「夕べの会」（８月），収穫祭（10月）
を行っている。法人作成のパワーポイントには「昔
は家族内で，今は集落全体でカバー」と言う女性
部の声が書かれている。法人としては，他集落等
の吸収は考えておらず，集落を現状で維持するの
がポイントだとしている。その点では中核になる
オペレーターがＮさん１人であり，その後継者確
保が当面の課題と言える。また六次産業化は交通
面からも難しいとしている。

５．むつみ（萩市，2007年農事組合法人，28人，

53ha）

　①集落
　むつみ村（昭和村）の吉部村（明治村）の大字

（吉部下村）の16集落のうち，三戸原（農家13戸），
麻生（22戸），鍛冶屋（９戸）の３集落。
　②経過
　1976～78年にかけて圃場整備がなされた。その
前は２a，３a区画で畦畔率は50％，下の方では
80％にも及んでいた。それが平均16aになった。
圃場整備をきっかけにして若い人がＵターンする
ようになった。組合長のＭさん（後述）の場合は，
愛知の自動車会社に勤めていたが，父親の死亡も
あり，76年に夫婦でＵターンした。当時は自作
地1.6haだった。このようなＵターン組も含めて，

法人前の規模で次のような５人の担い手が育って
いた。
Ｍ（三戸原，54歳と57歳）…自作1.6ha，小作7.5ha
Ｎ（三戸原，60歳と52歳）…自作0.7ha，小作5.5ha
Ⅰ－１（麻生，69歳と70歳）…自作1.2ha，小作7.2ha
Ｕ（麻生，62歳と59歳）…自作1.8haと小作7.1ha
Ⅰ－１（麻生，女性53歳）…自作1.7haと小作5.5ha
…父親が死亡し娘さんが跡を継ぐ
　鍛冶屋には担い手がおらず，彼らが出作してい
た。こうして法人化前に既に彼らで自作･小作合
わせて40ha近い集積がなされていたのである。
　彼らを中心に1988年に「むつみ商事」と言う作
業受託組織が作られた。当時は７人のメンバー
で，山陽方面に作業受託で進出していた。こちら
と山陽では田植にしても１カ月の作期のズレがあ
り，コンバインにしても１カ月利用することが
できた。距離にして50kmほどでトラックに農機
を積んで1.5時間で行けた。圃場整備済みで80～
100a区画が多く，４つの農協の範囲にまたがって
35ha程度に達した。前述の二島地区が中心だっ
た。彼ら自らが，地元農協に作業受託募集のビラ
を配って回ったと言う。当時は世帯主になってい
たのはＭさんだけで，他の人は父親が農地名義を
譲らず，親から農機を借りて受託にでかけていた
が，５年もつ機械を１年でだめにして親に文句を
言われたと言う，しかし親としては後継者ができ，
かつ自家農業以外の仕事があるので代替わりも遅
らせることができ好都合だったようだ。
　若い世代は当時は「もうけよう，もうけよう」
だったが，だんだん年取るにつれて「先祖の土地
を守る」と言う「思想の転換」が起ったと言う。
地元での集積が増えて，遠くへの受託もだんだん
できなくなってきていた。
　2004年特定農業団体「むつみ営農生産組合」を
設立した。はじめは三戸原，麻生で設立し，１年
遅れで鍛冶屋も入った。ほんとうは一気に法人化
したかったが，相続税の納税猶予を受けている人
が19人のメンバーのうち12人もおり，法人化・利
用権設定は難しかったが，それが07年には７人に
減った。06年には構成員19人全員が「エコファー
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マー」の認定を受けた。同年，前倒し法人化を検
討し出した。まだ品目横断的政策の話は出ていな
かったが，政策が変ることは明治大学の小田切徳
美教授から耳にしていたと言う。
　2007年１月に「農事組合法人　むつみ」を設立
した。「むつみ」としたのは吉部村350ha全体を
視野に入れたいからである。
　2012年10月には「人・農地プラン」を作成した。
　③構成
　構成員は営農生産組合のメンバー19戸を基本
に，３戸が加わり，家としては22戸だが，配偶者
や後継者も入れることとし，夫婦が５組，親子が
２組で，計29人となった。
　法人は53.5haの農地について県公社を介して集
積している。公社の活用はメンバーの同級生が市
の職員であり，勧められたと言う経緯もある。公
社の活用のメリットは，第一に，年寄りの出し手
は相対契約よりも公社と言うワンクッションを置
いた方が安心感があること，第二に，役員の事務
を軽減できることである。
　地代は10a15,000円で，この辺では高い方だと
言う。むつみ商事時代は1.5俵22,000円程度だった。
６年契約で期中の変更はしないことにしている
が，新規・更新については来年から12,000円に引
き下げ，3,000～12,000円の差を付ける予定である。
草刈りが大変で，資材費もかかるのに米価が上が
らないのが理由である。
　三戸原には有限会社形態の10ha法人経営が一
つある。大阪の人が農地を購入し，彼に農地を売っ
た71歳の人が従業員として経営している。それを
除けば３集落のほとんどを集積したことになる。
　役員は理事６人で，旧むつみ商事のメンバーは
２人が理事に残った。また生前一括贈与で納税猶
予制度を受けている者を理事にすることで猶予の
継続を可能にした。役員報酬は最高でも月８万円
である。
　④経営
　作付けは水稲直播（コシヒカリ）2.3ha，移植（コ
シヒカリ，あきまつり，ヒノヒカリ）39ha，持
ち米0.6haで計41.7ha，転作大豆11.5haである。水

稲は９月20日から10月19日の間にコシヒカリ，あ
きまつり，ヒノヒカリの順に収穫している。反収
は2011年でコシ396kg，あきまつり436kg，ヒノ
ヒカリ451kg，もち米580kgだった。法人として
水稲・大豆のエコファーマーの認定を受け，09年
には「エコやまぐち農産物」の認証を受けている。
　米の販売については，先のＮさんが担当者とし
てスーパー（山陽小野田市）（28店舗）への売り
込みに成功し，山口市，宇部市，山陽小野田市の
12店舗に入れている。また島根の量販店との取引
も始まっている。法人直販と農協出荷が半々であ
る。
　大豆は全量農協出荷である。
　スーパーからは野菜の直販も求められている
が，ブースを切れ目なくうめられる周年出荷に自
信がなく，取り組んでいない。女性は米の精米や
販売にたずさわる。みょうがやソバの栽培にも取
り組んでいる。
　オペレーターは６～７人おり，65歳から31歳に
またがる。31歳の者は親子での参加である。オペ
レーターの時給は1,250円。管理作業には14人ぐ
らいが出ており，オペレーターの補助は女性が務
め，時給1,000円である（これらは決算時に1,400円，
1,150円に引上げられた）。
　研修生として市内の47歳の人を入れている。将
来的には正規採用する予定である。
　水・畦畔管理は地権者戻しせず，理事が当番制
で350枚11水系の田を水系ごとに８ブロックに分
けて担当している。毎週月曜の７：45から朝礼を
して取り組むが，５時には出てみまわりしている
と言う。時給1,000円で，月額にして15,000円程度
である。水管理は適当にやられたら困るので個人
にはやらせない。畦畔草刈りは個人でやるのが
３戸あり，10a当たり１回1,000円で４回やっても
らっている。
　⑤収支
　売上げ額が4,300万円，製造原価と管理費が3,900
万円で事業利益500万円強を出している。事業外
利益が2,400万円程度になる（米，大豆関係が合
計1,800円弱，中山間地域直接支払290万円，農地・
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水・環境支払190万円など）。剰余金は従事分量配
当2,200万円，基盤強化準備金700万円等である。
事業外利益と従事量配当はほぼ見合いである。
　なお総会資料では，従事分量配当と支払地代を
合わせて10a当たり57,000円を還元できたとして
いる。
　⑥課題等
　法人は市民農園を開設しており，40aに100㎡区
画18団地（トイレ，休憩所付き）を造り，年間5,000
円で利用させている。2011年度については１区画
の利用があったが，猪，猿の被害で収穫皆無で利
用料を徴収しておらず，「市民への利用呼びかけ
等，運営上の課題を残した」としている。また11
月には消費者，農園利用者，地区住民を対象に収
穫祭を行っている。小・中学生の農業体験学習も
受入れている。
　法人としては他集落の面倒もみるようにして条
件の良いところを100haくらいに拡大したいとし
ている。集落営農法人がはやりで，吉部地域にも
４つの法人があるが，経営のことを考えると一つ
にならないと地域を守れないのではないかとして
いる。
　規模拡大と六次産業化を並行して追求したい。
その場合には野菜の専従班を作る。60歳定年組が
増えるが，「男性はエンジンはかかるがすぐバテ
る。それに対して女性は長続きする」と女性に期
待している。もちの加工も検討しているが，誰が
責任者になるかでなかなか踏み出せていない。

Ⅱ．福島県における集落営農法人－会津地
域－

　福島県農業振興公社（農地保有合理化法人）は，
地域の農地売買が少ないこともあり，以前から賃
貸借に力を入れてきた。農地保有合理化事業の最
近の実績をみると，2010年度で売渡し58件，41ha
に対して貸付け738件，988ha，11年度は各44件
21haと1,176件1,095haである。また徐々に減って
きているものの11年度で1,239haの作業受委託も
行っている。2010年について農業経営基盤強化促
進法による農地売買への公社介入率は34.2％（全

国41.6％）だが，貸借への介入率は26.7％（全国
7.2％）で，後者は全国平均に比して著しく高い。
　このように賃貸借で実績をあげるにあたって
は，県の公社に対する人件費支援が支えになって
いるが，そのうえで県公社としても集落に入って
積極的に賃貸借を呼びかけている。とくに圃場整
備事業にあたっては事業開始前から受託組織を作
り，そこに農地を預けるよう説得している。圃場
整備が終ってからでは個別に大型機械等を購入し
てしまうからである。任意組織の場合は個々の代
表に転貸することになるが，法人化すれば組織へ
の転貸になる。圃場整備等の地域での話合いは夜
間になることが多いので，担当者は年100日近く
も夜間出張になると言う話である。
　この場合の地元でのまとめ役は土地改良区がな
ることが多い。個々の相対での賃貸借は農業委員
が入るが，地域ぐるみでの対応は土地改良区の力
が大きい。
　2010年度末で県内には19の特定農業法人がある
が，そのうち公社が利用権設定（転貸事業）に介
在しているのは15法人にのぼる。地域的には会津
が多く，浜通りでは南相馬市に２件あるが，津波・
原発で壊滅的な打撃を受けている。また県内の特
定農業団体は14市町村にまたがり，43団体あり，
うち13団体には公社が農作業受委託の支援に入っ
ている。これらが法人化すれば公社の介入実績は
あがることになる。
　そこで問題になるのは「はじめに」で述べた農
地利用集積円滑化事業の登場である。福島県では
円滑化団体の多くは農協になっているが，農協の
それは相対の話を制度にのせるものが多い。そも
そも制度の発足当初県公社も円滑化団体になれる
が，それは県公社以外に団体になる組織がない場
合に限定された。そこで県では2011年度に，公社
を含む関係機関を糾合した「県農地集積団体会議」
を設置し，連携しているが，そのなかで，合理化
事業と円滑化事業のドッキングを図っている。具
体的には①地権者が円滑化団体に白紙委任，②円
滑化団体は合理化法人に利用権設定を斡旋，③合
理化法人は，地権者から転貸の同意を得て，円滑
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化団体に利用権設定を委任，④円滑化団体は合理
化法人と連携して転貸先を選定，⑤合理化法人は
円滑化団体が選定した担い手等に利用権設定，と
言う形式を踏む。これにより，例えば任意組織の
集落営農（特定農業団体等）が法人化するに際し
て，従来規模より大きくする等の要件をみたした
うえで，規模拡大加算10a20,000円の交付を受け
られるわけである。ポイントは③の「委任」と言
う手続が付加することだが，従来から賃貸借に積
極的に取り組み，かつ前述の「団体会議」を設置
して連携を図っていることが，この面倒な手続を
クリアしていると言える。このような方式への取
り組みは他県にもみられる。
　「はじめに」で述べたように，制度改正で合理
化事業を通じる転借の場合も規模拡大加算の対象
になるようになったが，このような地元との緊密
な関係は今後とも効力を発揮していくだろう。
　以下では，公社が特定農業法人への転貸をした
会津地域の３事例を取り上げる。

１．ニューわくわくファーム（猪苗代湖町，

2010年農事組合法人，４人，20ha）

　①集落
　長坂集落は江戸時代の開拓村「長坂新田」で，
大字はないと言う（１農業集落＝１藩政村かもし
れない）。猪苗代湖の北方，磐梯山の東に当たる
標高500㍍以上の地域で，明治21年（1888年）の
磐梯山の噴火による裏磐梯からの土石流により戸
数25戸，149人のうち死者80人を出したと言う。
しかし土地を離れることはできず，復旧には30～
40年を要したと言う。現在は戸数21戸，うち農家
19戸，21ha。
　②経過
　集落農家の１戸当たり面積は町平均の半分程度
で，夫婦共稼ぎ兼業化が進み，生産調整より水稲
をやめてソバ転作のみにする農家も現われていた
と言う。
　21世紀に入り圃場整備導入の気運が高まった。
それまでの農地は全部で339筆，１aから20aまで
あり平均して５a程度だった。2003年には長坂集

落のみで経営体育成基盤整備事業を採択し，04年
には農用地利用改善団体・営農改善組合を設立し
全戸加入した。2005～2010年に圃場整備に取り組
み，圃場は最高で160a，平均40a区画にすること
ができた。
　経営形態は，当初は個別で行うこととしていた
が，途中から補助率を高めるため（地元負担2.5％
化）促進費のソフト事業を取り入れ，その要件と
して担い手育成が求められた。しかし集落には認
定農業者がいないことから１集落１農場制をめざ
すことになった。そのため換地も原地換地でよく
なった（個別に農地を団地化する必要がなくなっ
た）。
　2005年，それまで集落を引っ張ってきた当初の
リーダー２人が65歳の定年制にひっかかったた
め，その下の40～50代世代の５人が，営農改善組
合の実働部隊として任意組織「ニューわくわくわ
ファーム」を設立した（その前に短期間「長坂生
産組合」を名のったこともある）。名前は５人の
苗字，名前の頭文字Ｎ（ニュー），ＷとＫに由来
する。オペレーターは３人がなり，３人の名前で
全戸から利用権の設定を受けた（ただし，この地
域は農業者年金に係る経営移譲は生前贈与の形を
とっていることが多かったため，その関係者６人
は作業受委託の形式をとっている）。地権者のう
ち３戸は自分で水･畦畔管理を行った。同年に全
戸が加入する中山間地域保全会を設立し，草刈り，
農道整備等を行った。07年には全世帯22戸が参加
する長坂ふるさと資源保全会を組織し，農地･水・
環境保全事業にも取り組むことにした。
　2006年に，品目横断的政策に対応するため，わ
くわくファームは特定農業団体になった。団体と
して８条植え田植機，６条コンバインを導入し，
トラクターは個人有の持ち寄りとした。さらに，
特定農業団体としても，また先の促進費の要件と
しても５年以内の法人化が義務づけられているこ
とから，2010年には特定農業法人化した。法人化
に際して５人のメンバーのうち公務員を兼業して
いるＧさんが降りて現行の４人体制になった。
　法人化にあたっては県農林事務所の指導によ
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り，会社形態にすると月給制を取ることになるが，
４人の月給は払えないと言うことで農事組合法人
形態をとることにした。組合法人を株式会社にす
ることはできるが，逆は困難と言う理由もあっ
た。出資金は一律10万円で合計40万円である。ま
た法人への利用権設定にあたっては前述の合理化
事業にのせている。（以上については斉藤和佐「公
社版集合事業を活用し，中山間地原生の新たなス
テージへ」『ふぁーむらんど』50号，2010年を参照）。
　③構成員
　構成員は４名。Ｋ１さんは62歳で組合長（建設
会社のオペレーター常勤，妻は理容店自営，１
ha），Ｗ１さんは56歳（別荘管理人，妻は農協勤務，
1.6ha），Ｗ２さんは65歳（ホテルを定年退職後は
専業農家，妻は民宿案内所事務員，１ha），Ｋ２
さん52歳（修理工でオペレーターはやらないが，
農機整備と管理作業は行う）。要するに全員が兼
業である。
　前述のように任意組織の時代から機械作業は３
人（時給1,000円），管理作業は４人で行っている
が，種まき，田植時には非農家にも声をかけて20
数人に出てもらう。日給6,000円である。
　④経営
　2012年度の作付けは水稲（あきたこまち）
13.5ha，大豆3.9ha，ソバ0.7ha，野菜0.23ha（トマト，
オクラ，シシトウ）。水稲はコシヒカリはとれな
い（うまくない）地域で，あきたこまちで反収８
俵弱である。農産物は全て農協出荷（あきたこま
ちは１俵11,000円）で，生産資材も農協から購入
している。キノコ栽培にも取り組み，直売所に出
荷していたが，原発事故のためにストップした。
味噌加工も検討しているが，いずれにしても本人
達が兼業のうえ，妻も仕事をもっているので，限
界があろう。
　⑤収支
　地代は10a10,000円（水利費は組合持ち）で，
地代は下の方に行けばもっと高くなるが，この標
高の地域では米１俵が相場だと言う。前述の「作
業委託」関係（利用権設定ができず，水･畦畔管
理は地権者が行う）の場合の支払は13,000円（地

代10,000円と管理委託料3,000円）で，３年前に
16,000円から引き下げた。
　売上高が1,300万円，売上原価と管理費が1,500
万円で営業利益は220万円の赤字。営業外利益が
630万円入り，経常利益400万円をあげている。そ
の処分は従事分量配当が250万円（４人で割れば
60万円強），基盤強化準備金が140万円である。
　⑥課題等
　規模拡大や加工も考えたい。次の世代がオペ
レーターはやってくれるだろうが，そのためには
定年後に突然ではダメで，訓練する必要がある。
K１さんは養子をむかえており，会社員だが春作
業は手伝い，Ｗ２さんの息子は農協職員でカント
リエレベーターの仕事をしている。
　Ｗ２さんは中山間地域直接支払いの役員をして
おり，農道補修，畦畔の草刈り，鳥獣害（猿，熊）
対策を行っている。農地･水・環境保全向上対策
事業は前のリーダーが会長を務め，渓流水路と言
うことで自然の小川を残し，蛍の里を作っており，
組合も協力している。

２．あぐりファイト横沼（会津若松市神指町，

2007年株式会社，25人，25ha）

　①集落
　北会津村（昭和村）の神指（こうざし）村（明
治村）の大字･北四合（きたしごう）の４集落の
うちの１集落で，昔は沼があった。猪苗代湖の西
方，国道252線と磐越自動車道が交差するところ。
28戸，うち農地所有者22戸，うち農業者４戸。水
田30ha，畑７ha。
　②経過
　圃場は1950年頃に７a区画にし，1970年に国道
の西側，全体の１/３について圃場整備で30a区
画になった。次いで1994年の21世紀型圃場整備
100haほどの対象になり30a区画化した。99年頃
に換地処分が終ったが，１戸２箇所程度にまとめ
た。
　94年に圃場整備と同時に横沼生産組合を設立し
た。全戸参加の建前だったが，実際は18戸ぐら
いだった。転作作物に取り組み，ソバ４haと飼
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料作物13haを作った。オペレーターは４～５人。
水稲は個別に行ったが，96年から組合として作業
受託も始めた。
　2006年に品目横断的政策との関連で特定農業団
体になり，翌年に法人化した。法人化にあたって
は有限会社形態をとった。理由としては幅広く事
業できる点をあげている。指導には主として農業
会議があたった。生産組合に参加する人としない
人に分れ，前者では組合への信頼が高かったの
で，リーダーＦさんの判断に従ったと言うことだ
ろう。
　法人化にあたり，生産組合を解散し，その剰余
金を出資金に充てた。機械は無償譲渡を受けた。
出資金は１株1,000円で2,500株，250万円。最多が
Ｆさんの303株，それも含めて200株以上が５人，
最少は10株である。
　③構成員
　構成員は25人，うち４人は集落外からの入作者
である。集落内の構成員は21人になるが，うち夫
婦と親子が各１組あり，戸数にして19戸になる。
　集落の全地権者が公社に利用権設定をしてい
る。そのうえで公社から転貸を受けるのは公社と
個人４戸に分れる。後者も法人の参加者であるが，
水稲は自作（法人に作業委託），転作は法人に委
ねる。このうち２戸は後述するように法人の中心
メンバーである。法人に利用権を設定したのは（公
社を通じて転貸したのは）15人となり，その面積
は17.5haである。
　法人は農地も所有している。2011年に44a，
2012年12月に56a，計１haである。2011年の購入
は隣り集落からの入作者で入作が困難になったた
めである。12年の購入は集落内からである。いず
れも10a当たり100万円で，ピークのバブル期の相
場は330万円だった。法人としては，法人継続に
は資産をもつ必要があるし，基盤強化準備金もあ
ると言うのが購入理由であり，これからも出てく
る可能性があり，余裕があれば買うつもりである。
一般的には個人が購入して法人に利用権を設定す
るのが普通であり，法人が購入するのはめずらし
いと言う。

　法人の役員は４人。社長Ｆさんは64歳（農協
OB（支所長），利用権設定1.2ha，長男31歳は他
出している。専務67歳（利用権設定1.6ha），取締
役は50歳と55歳（女性，会計担当）。取締役２人
は法人への利用権設定はない。４人の年俸は合わ
せて500万円弱になる。それなりに役員報酬を出
している法人と言える。
　④経営
　水稲16.3ha，転作大豆8.7haで作付けは25haに
なる。水稲は特別栽培のコシヒカリ9.8ha，同ひ
とめぼれ2.5ha,五百万石1.2haであり，うちひとめ
ぼれは直接販売で１俵15,000円，その他は農協出
荷で１俵14,200円である。生産資材も品種との関
係で，２/３が農協，１/３が商系である。
　他作目には取り組んでおらず，畑作は個別に
行っている。農地・水・環境事業にも取り組もう
としたが手一杯である。オペレーターは役員３人
と女性役員の夫（59歳）の４人が務めている。定
年は決めておらず，前任者は69歳まで勤めた。オ
ペレーターは時給制はとらず，先の役員報酬とし
て支払われる（役員報酬はオペレーター賃金込み
と言うことになる）。水管理･畦畔管理も法人とし
て行う（オペレーターが中心）。
　その他の作業には延べ120人日，実員にして３
～４人が出ている（時給は聞き漏らし）。
　オペレーターは各自が管理する面積を決めてい
る。要するに，全戸が構成員になっているが，実
態は役員＝オペレーター４戸で全集落の農業を引
き受けていると言える。
　現在は会社員のオペレーター候補が40代２人，
50代１人いる。
　⑤収支
　地代は10a29,000円だったが，今年は26,000円に
下げた（水利費3,000円は地権者持ち）。会津は米
２俵が相場で高い。しかし高くすることで農地が
逃げないとも言う。
　売上高は1,950万円，売上原価2,360万円（労務
費90万円，地代520万円，減価償却費450万円を含
む，これまでの従事分量配当方式の農事組合法人
とは異なる）で，売上総利益は400万円の赤字，
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さらに管理費（役員報酬を含む）600万円が加わ
り1,000万円の赤字になる。それに対して営業外
収入（戸別所得補償，自給率向上対策が主）がちょ
うど1,000万円で，トントンになる。基盤強化準
備金の積み増しは少ない。労務費・地代・役員報
酬を合わせるとほぼ営業外収入に匹敵する点は，
農事組合法人の場合と変わりない。農事組合法人
の従事分量配当方式と異なるのは役員報酬が自立
している点である。
　⑥課題等
　法人としては米・大豆で30haまで拡大可能と
している。隣集落等の集落外への進出である。転
作については大豆に連作障害が現われ出している
ので，ソバやタマネギなど次の作目を考えてい
る。園芸作にも取り組みたいが人手がないとして
いる。

３．東田面農産（会津若松市，2006年株式会社，

13人，44ha）

　①集落
　湊町（明治村）の大字平潟（藩政村）の東田面

（たづら）集落，60戸，面積77.6ha。１戸平均1.4ha
と言うので，60戸は元はほぼ農家だったと言える。
前は農家34戸だったが，現在は13戸しかないと言
う。猪苗代湖の西岸に近く，標高550m地帯。他
集落は山際にあるが，同集落は耕地の中にある。
日照時間が長く，風が強いので，いもち病になり
にくいと言う。この地域では優等地である。
　②経過
　1999年に双潟地区（平潟ともう一つの村）
180haの県営圃場整備事業が開始される。同時に
稲作経営体育成事業（補助率30％）で機械導入す
る。地元負担は当初は10a8,000円くらいだったが，
最終的には2,000円まで下がる。創設換地もして
いる。1961年に圃場整備をして10a区画にしたが，
苗代田を除いても最少で４a程度の零細田もあっ
た。それが今回の圃場整備で50a区画以上が65％
を占めるようになった。当初の賛成は３割程度し
かなかったが，圃場整備の委員会で説得に回って
こぎつけたと言う。

　1999年に東田面営農改善組合を作り，13戸が加
入した。トラクターを除き個人有機械は全て処分
した。2000年から集落として水系ごとに団地をま
とめて３年一巡のブロックローテーションを開始
し，大豆･ソバ転作に取り組んだ。組合は転作は
全作業を行い，稲作は作業受委託で個人収入とし
た。
　2006年に品目横断的政策が始まり，特定農業団
体ではなく「準ずる団体」となり，販売･経理の
一元化を行った。2007年に法人化した。法人化に
当たり県農業会議の指導で，組合法人では，農業
関連事業しかできず，１人１票制になってしまい，
従事分量配当で「発展性がないよ」と言われ，会
社形態を選択した。出資金は発行株数400株でで
344万円を集め，機械購入に充てた。事務所と格
納庫は組合から無償譲渡を受けた。
　集落には認定農業者が組合を含め５人いる。う
ち１人は９ha経営（58歳で小作７ha），その他は
３ha程度である。後者の方は兼業農家で水稲は
自分で行い，転作は会社に委託している。どうし
ても組合に入りたくないという人はいるが，対立
があるわけではなく，また組合としても全部はで
きない。しかし将来的にできなくなったら組合が
引き受けるしかない。ブロックローテーションは
全戸で行っている。
　③構成員
　13人で構成。１人は構成員の兄が死亡し（妻が
構成員継続），代って構成員になったが市営団地
住まいである（提供面積はゼロ）。メンバーは71
歳から49歳までの幅がある。平均面積は2.2ha程
度である。うち２人は水･畦畔管理も出られず，
１人は女性事務員であり，作業にタッチするのは
10人である。後継者（長男）がいるのはオペレー
ターを務める66歳と71歳の構成員である。
　役員は50代の４人がなる。組合長Ａさんは57歳，
農協に営農指導員として勤め，休日農業をしてい
たが，52歳（営農部次長）で退職し，組合に専務
として入った。給与は２割方下がったと言う。組
合長はオペレーターと経理も担当する（従ってオ
ペレーターは３人になる）。妻は美容師で農業は
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ほとんどやらない。役員の任期は５年である。元
の自作面積は3.1haで最多である。
　組合は農水省統計情報部の経営調査の対象に
なっており，計数面も完備しているが，それによ
れば，労働時間数は，組合長164日，オペレーター
が20～25日，その他メンバーで最多が45日，最少
が６日である。事務員は130日弱で，全員で585日
になる。
　2003年に全員がエコファーマーの認定を受け，
法人になってからは法人がエコファーマーになっ
ている。
　妻達は兼業に出ていて，組合にはノータッチで
ある。
　④経営
　機械はトラクターが83馬力と50馬力の２台，田
植機が８条２台，コンバイン６条１台，ブロード
キャスター１台，いずれも法人設立後の購入であ
る。
　作付けは2012年度で，水稲19.4ha，大豆21.5ha，
ソバ3.0ha，アスパラ0.7ha，計44.4haである。ブ
ロックローテーションなので毎年の面積が変る
が，2004年からでは，水稲で最多の年は25.6ha，
作付けの最多年は55.4haである（44.4haだと集落
内の集積率は57％，55.7haをとれば72％になる）。
　水稲はあきたこまちが主で品質と味が良いと言
う。反収は9.5俵。自分の土地への執念があり原
地換地となり，作り交換もできないが，作業範囲
としては十分にまとまっており，他地区では１
日1.8haの集落のところ組合は３ha可能だと言う。
ここまでくれば１団地化と変らないと言う。水稲
作業には男性４人，女性20人の短期雇用を入れて
いる（総日数で230日程度）。
　水・畦畔管理は地権者がやることにしているが，
前述のようにできない人は組合に委託し，組合は
隣接地の構成員にふりわけて受託してもらう。組
合長も1.8haほどやっている。
　アスパラは高齢女性の雇用吸収を考えて2008年
に開始し，70代を中心に６人が出ている。管理は
組合長がするため十分にはできず，増やすつもり
はない。農協の勧めでさといもをやったが失敗し，

これも取り組む気はない。水稲と大豆転作が主体
である。
　ヘリコプター防除とカントリー利用は外注して
おり，また大豆･ソバの収穫は，汎用コンバイン
４台をもつ農協出資型生産法人に外注している。
　出荷と資材購入は農協だが，米の１割程度は構
成員のつてで埼玉，神奈川，沖縄まで精米販売し
ている。農協外への販売は代金回収リスクがある
ので増やさない。資材については大型トラックで
圃場まで持ち込まれ，値引きがある。
　構成員うち２人がトルコキキョウ40aに取り組
んでいる。組合に設定された利用権の土地を事実
上２人が使い，転作関係のカネは組合に入り，そ
の他は別会計になっている。
　六次産業化では納豆を３年ほど委託製造してい
たが，原発事故に伴う放射能汚染問題でだめに
なった。
　⑤収支
　地代は10a17,000円で，農業委員会の水準を参
考に農用地利用改善団体（集落）で決めている。
委託料金は農協の取り決めより少し安くしてい
る。
　水・畦畔管理料は10a当たり水稲30,000円（2011
年度は25,000円），転作15,000円，苗は１枚300円
で5,000枚。従って構成員は，自分の田の水･畦畔
管理も行えば47,000円を支払われることになる。
管理料30,000円は高いようにも思われるが，会社
だけがもうけるようでは集落営農は長続きしない
と組合長は言う。
　役員報酬は４人で500万円以内と決めている。
役員には次の給料支払はない。オペレーターは時
給1,500円，社員の時給は1,000円，パートは800円
で，毎月の月末に支払われる。事務員を除けば，
構成員で年７～30万円にちらばる。雇用では年20
万円超が４人いる。
　2011年度について収支をみると，売上高は2,700
万円，売上原価4,100万円，管理費860万円の計5,000
万円，営業（農業）利益は2,200万円の赤字，そ
れに対して営業外収益が2,400万円弱で，基盤強
化準備金300万円を積み立てている。人件費と役
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員報酬の合計は900万円弱，さらに作業委託料や
支払地代を加えると2,000万円弱になり，それに
基盤強化準備金を加えれば，ほぼ営業外収益見合
いになる。言いかえると販売額では物財費等しか
まかなえず，何らかの所得に帰属する分と蓄積分
は交付金に依存していると言える。その点では他
の集落営農法人と変ることはない。
　しかし，雇用経営として成立しうる程度の役員
報酬を確保し，地権者に10a47,000円の＜地代＋
水・畦畔管理料＞を支払っている点では他の集落
営農法人と段階を異にする。
　 な お 営 業 外 利 益 は， 米 の 戸 別 所 得 補 償

（10a15,000円）が300万円強，転作関係の水田利
活用交付金が900万円，営農継続支援（10a20,000
円）が660万円，産地資金が185万円等である。
2007～2012年の交付金･助成金合計は1.4億円にな
る。
　10a当たり所得は，水稲16,300円，大豆36,000円，
ソバ26,000円，アスパラ▲32,000円である。そこ
から第一に，水稲所得はほぼ地代と同額になる。
水稲の水･畦畔管理料30,000円と言う高額は転作
関係の交付金あってのものである。第二に，転作
の方が水稲よりかなり有利になっている。第三に，
アスパラは経営的に赤字でも，高齢者の働き口の
確保として位置付けているようにみえる。
　なお役員報酬を含まない10a当たり生産費は水
稲11.9万円，大豆5.6万円，ソバ3.7万円，アスパラ9.9
万円である。
　⑥課題等
　農地・水・環境保全向上対策事業には町内会の
役員を中心に「ふるさとを守る会」を別に組織し
て取り組んでいるが，企画立案は組合がしている。
年300万円が交付され，用排水路の整備，生き物
観察，水路にスクリーンを付けて草が猪苗代湖に
流入して汚染しないようにしており，地域の団結
には大いに貢献している。
　組合としては外部から人を入れることは考えて
おらず，10人の子弟も農繁期には朝５時から集合
して手伝わせている。しかし社員も勤務があり，
無理はできず，現状の50haに10haプラスするの

がせいぜいとしている。

Ⅲ．福井県における集落営農等の動き
　福井県は共稼ぎ率全国一位ともいわれるほど兼
業化が進み，農業センサスの2005～2010年の変化
でも，販売農家の減少率，借入耕地面積率が富山・
石川と並び全国トップであり，農家以外の農業事
業体の増加率も全国15位で，北陸ではトップであ
る。そこで市をあげて集落営農法人化に取り組ん
だあわら市の事例と，福井市の事例をみて行く。
なお福井県の場合は，県公社（ふくい農林水産支
援センター）が集落営農法人への利用権集積に介
在している事例ではない。

１．グリーンファーム角屋（あわら市，1999年

農事組合法人，16戸，18.4ha）

　①集落
　角屋集落は戸数22戸，農家17戸，農地21ha。
　②経過
　あわら市は水田集落59のうち39集落に集落営農
法人ができるなど集落営農法人への取り組みが盛
んである。その背景には農水省から市に移籍した
坪田清孝氏の強い指導がある。氏の考えはその著
書に詳しいので，そちらに譲るが（『農村集落再
生のみちすじ』（全国農業会議所，2008年），氏が
居住する角屋集落は集落営農法人化の第一号であ
る。
　角屋集落は，昭和60年代に圃場整備を行い，
30a区画化とパイプライン化を果した。1990年に
麦用コンバインを購入して１農家に転作作業を委
託する体制をとっていたが，その農家が病気に
なったため，1999年に毎週土曜の夜に会合を開い
て「集落営農移行計画書」を作成し，同年11月に
市内で初の集落営農法人化を果した。集落農家の
うち１戸を除く１集落１農場方式である。出資は
10a15,000円で，構成員は法人に期間10年の利用
権を設定する。
　その後，市の指導の下で集落営農が育成されて
行くわけだが，坪田氏によると，その背景は米政
策の変更による全国とも補償制度の廃止にあっ
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た。それが廃止されるとブロックローテーション
で取り組んできた生産調整が崩壊することが危惧
された。そこで生産調整を守ろうと言うのが集落
営農に取り組む動機になったと言う。さらにその
背景には「共同作業や協調性に代表される農村集
落の秩序維持」の思いがあったと言う。そのため
には，「ぐるみの集落営農」と「若い世代に農業
から足を洗わせない」ことが必要とする。農業か
ら足を洗うと「楽を覚えて」農業に戻らなくなっ
てしまう。そのためには「息子に早く財布を渡す」
と同時に，彼らを農業施設の維持や「村人足」に
出させる必要があると言う。
　また集落営農化にあたって，市は任意組織から
法人組織へのステップを踏むのではなく，はじめ
から法人化をめざす方針をとった。組織が資産を
もち管理するには法人化が必要であり，任意組織
からはじめたのでは二度手間になると言うわけで
あ。その点では広島県や新潟県の取り組みに通じ
る（新潟の場合には中山間地域の１集落の規模が
小さいので品目横断的政策の条件をクリアする意
味もあった）。
　新潟は米価が高い強みがあるが，福井の場合は

「弱い者が集まった」集落営農法人だと言う。そ
こで「サラリーマンを取り込め」が坪田氏のスロー
ガンになる。サラリーマンが集まって土日の水田
農業をするうえでは，短期間での麦の収穫作業を
考えると，17～18haが最も効率がよく，その倍
数で拡大して行くことになると言う。
　③構成
　16戸（全戸がⅡ兼農家），水田18.4haの経営で
ある。
　④経営
　水稲・麦・大豆の２年３作ローテーションを行
い，2012年の作付けは水稲12ha，麦・大豆6.5ha
である。オペレーターは決めずに全員が出役する
こととし，時給は作業に関わらず1,200円として
いる。「構成員は，高齢者は高齢者なりに年間の
作業に必ず参加する。受託（請負）は行わない」
を理念としている。
　水・畦畔管理は地権者が行い（水管理はパイプ

ライン化しているので，基本的に圃場内は法人と
言う整理である），水・畦畔管理料込みで地代と
して10a45,000円が支払われる（うち0.5俵分は現
物支給，市の平均的な地代は12,000円）。時給や
地代は「年寄りでも集落の付き合いができる」水
準にしたと言う。組合は，麦後，大豆作付け前に
10a当たり２tの牛糞堆肥を散布し，2005年にはエ
コファーマーの認定を受けている。
　販売は農協出荷を主とし，近くの芦原温泉の旅
館１軒に直売している。資材も農協からとってい
る。「サラリーマンは手間をかけられない」とし
ている。
　⑤収支
　2010年度については，売上高が1,400万円，売
上原価が2,200万円で800万円弱の赤字，それに対
して営業外利益が1,200万円になっている。売上
原価に労務費（380万円），支払地代（640万円）
も含めているので，それを除けば売上高で物財費
部分はクリアできる形である。
　⑥課題等
　育苗ハウスを利用して主として高齢者によるコ
マツナ，枝豆の栽培に取り組み，また婦人会と連
携して青大豆30aを栽培し，味噌加工して集落住
民に配布している。六次産業化が言われている
が，サラリーマンが集まって集落を守るのが精一
杯で，加工までは取り組めないと言う。
　農地・水・環境保全向上対策事業には集落とし
て取り組むが，実態は法人と一体である。市はこ
れまで材料費の補填等を行ってきたが，同事業に
なってからは全てをそちらに統合している。
　高齢化が進むなかで，今後はどうするか。坪田
氏の考えでは，しばらくは定年退職者でつなぐが，
10年先には組合法人を会社法人にして，冬場の作
目を探して周年化し，若い人を１～２人雇用し，
あとはパートで対応するする体制にしたいとして
いる。畦畔管理等も法人で行い，地代を平均並み
にすれば，不可能な計算ではない。しかしその時，
坪田氏の言う「農村の秩序」がどうなるのかは不
明である。
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２．アグリBANDAI（あわら市，2006年農事組

合法人，７戸，33.8ha）

　①集落
　芦原村（明治村）の番田集落（大字とイコール）。
戸数39戸，農家32戸，48.5ha。１戸平均1.5haと比
較的大きい。えちぜん鉄道番田駅（あわら温泉南
玄関口）のそばである。
②経過
　母体は1984年の番田農業機械利用組合の設立で
ある。集落全体に組織化を図ったが，最後に残っ
た９戸，15haで発足した。機械作業は全員がオ
ペレーターになって協業し，水・畦畔管理は個人
で行った。
　1987年に団体営の圃場整備事業に取り組み，そ
れまでの10a区画を平均50a区画化した。１ha未
満は２筆，1.5haは３筆にまとめるようにした。
補助率は60％で補助残は土地を売却して現在は住
宅団地になっている。同年にミニライスセンター
を建設し，水稲機械作業の受託を開始し，「番田
営農組合」に改称した。
　転作は集落で転作組合を作って麦作に取り組ん
でいたが，バラ転で収量はとれなかった。1995年
に集落としてブロックローテーション化し，組合
が大麦・大豆の転作作業を受託するようになった。
　2003年に湛水直播を開始した。離農者が増えて
規模拡大するなかで育苗に手間がかかるようにな
り，その省力化が取り組みの理由だった。移植の
反収8.5俵に対して８俵はとれた。除草は問題な
かったが，当初は鳥害に苦労し，花火を打上げて
対処した。
　2006年に品目横断的政策への対応として法人化
した。集落全体にアンケートをかけたが，営農組
合以外の手はあがらず，営農組合メンバーの９人
で発足した。出資金は１戸100万円で700万円。不
参加の主な理由は，機械はあるし未だ若いので自
作できると言うことだった。ただし将来自作でき
なくなったら参加させてくれと言うことで，法人
としては門戸を開く約束にした。
　設立当初の利用権設定は，組合員10.8ha，借入
5.9haだったが，09年には借入が11.6ha，2012年

は10戸，15haに増えている。その他に基幹作業
委託農家が７戸，９haある。自作継続は８戸で
14ha，１haから2.3haに及ぶ。2.3haの農家は66歳
の定年農業である。
　法人化後も営農組合は建物の耐用年数がきてい
ないので解散せず，法人に建物，機械を貸してい
る。
　あわら市が「ぐるみ集落営農」を提唱している
なかで，「ぐるみ」にはいかなかったまれな事例
と言える。
③構成
　構成員７人のうち理事が５人，監事が２人だか
ら，全員が役員になっている。うち理事５人が集
まってくれたが，次のようである。
・組合長…75 歳，1.7ha，65 歳まで会社員，妻は

主婦，長男は市役所職員，嫁は郵便局員
・農機担当…62 歳，自作 1.6ha，小作 2.0ha だっ

た。ハウスでトマト栽培 10a を現在も続ける。
息子夫婦は会社員。

・会計担当…60 歳，1.3ha，公務員，会社員を経
て測量設計事務所自営。娘２人は婚出。

・交流担当…62 歳，1.1ha，会社員定年，息子も
会社員。

・渉外担当…70歳，1.5ha，60歳まで夫婦共稼ぎ。
　残る２人は１人が55歳で2.3ha，県庁職員，妻
は教員，娘も農協勤め。もう１人は38歳，1.7ha
で会社員。父が２年前に亡くなり，跡を継いで構
成員になった。
　要するに全員が定年組あるいは現役サラリーマ
ンである。
　④経営
　2012年の水稲作付けは19ha（ハナエチゼン６
ha，移植コシヒカリ4.8ha，直播コシヒカリ4.7ha，
アキヒカリ６ha程度），大麦15ha，大豆12.5ha，
ソバ２haである。野菜は各戸が自宅で作ってい
るので取り組まない。ソバは集落の「ソバ会」用
である。
　オペレーターは全員で行うことにしているが，
実際は農機担当者がほとんどやっている。時給は
一般作業も含めて2,000円である。田植は女性が
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中心になり，女性の協力も必要なので，時給に差
をつけていないとしている。役員報酬はゼロであ
る。「百姓は賦役であり，日常管理が大切」と言
うのが組合長の弁である。「賦役」は坪田氏の「村
人足」にあたろう。
　水・畦畔管理は，借地も含めて構成員が持ち
分を決めて担当している（2.2～5.0ha）。その手
当ては10a30,000円である。地代は員内外ともに
10a13,000円（地域平均は15,000円と言う）。地代
を安く，労賃を高くと言う方針のようである。
　転作作業は法人の総出で行う。
　販売も資材購入も農協利用である。
　⑤収支
　過去には定率の減価償却費の計上で赤字だった
が，現在は黒字化している。営業損益では売上高
に畑作の価格補填を含め，製造原価に労賃地代も
含めて，260万円ほどの赤字，営業外収益が1,200
万円で，1,000万円弱の経常利益を出し，基盤強
化準備金700万円を積んで，若干の次期繰越金を
計上している。役員報酬も従事分量配当もない。
　⑥課題等
　組合はトラクター82馬力，65馬力，76馬力（リー
ス），田植機（移植・直播両用）８条，コンバイ
ン６条（営農組合），大豆･そばコンバイン等を有
している。大豆にはトラクター３台がいると言う
ことで，機械保有はちょうどよいとしている。あ
わら市は前述のように広範に集落営農が立ち上げ
られているので他集落に打って出ることはできな
い。集落内の不参加者の農地をゆくゆくは引き受
けて50ha規模になるだろうとしている。
　課題は後継者である。今のメンバーが65歳ぐら
いになる頃までに目途を立てたいとしているが，
その時は近い。現に田植には息子世代が出ている
し，定年で繋いでくれるのではないかと思うが，
途中で無理に勤めを辞めさせることもできない。
その間は雇用で繋ぐことも考えるとしている。
　農地･水・環境保全向上対策事業は「番田・美
土里を創り育てる会」として取り組んでいるが，
主体は法人である。排水路法面の補修，防草シー
ト張り，そしてシバザクラの植栽はあわら温泉の

南玄関口としての番田を彩っている。
　法人サイドが最も強調したのは，年１回の「ご
くろうさん会」で，夫婦で一泊旅行をしている点
である。月１万円の積立と法人からの補助で「贅
沢」にやっており，奥さん達も喜んでおり，「そ
れが楽しくて（法人に）参加している」と言う。
ある意味で集落営農法人の性格を象徴すると言え
る。

３．三留生産組合（福井市，2002年農事組合法

人，39人，39ha）

　①集落
　福井市清水町（昭和村）の三方村（明治村）の
11集落のうちの三留集落。戸数65戸，農家43戸。
福井駅からクルマで15分程度の兼業農家地帯。圃
場整備を1967年頃に行い10a区画から30a区画にし
たが，換地をめぐりもめた。1997年に担い手育成
事業で再整備を行った。その後も換地は終ってい
ないようである。区画は変わらないが，パイプラ
イン化や用排水路の整備を行った。補助残は５％
程度で，現在は10a8,000円程度の償還金負担があ
る。粘土質で排水のよい土地ではないが，転作は
できる。
　②経過
　圃場整備を受けて，1999年に大型機械導入（100
馬力トラクター，５条刈りコンバイン，６条田
植機）の半額補助を得るために任意組織の三留
生産組合を立ち上げた。集落の全戸に呼びかけ，
10a2,000円の出資で16戸が参加した。作業面積は
29haで，半数は共同で，残りは自分の機械で作
業した。
　2002年に農事組合法人化した。直接の理由は法
人でないとさらなる補助金がもらえないと言うこ
とだったようだ。03年には大豆コンバイン，04年
には直播播種機等を入れている。05年には，オペ
レーター層の就業確保のためにキュウリの露地栽
培を始めた。
　07年には農協の合併に伴う空き倉庫の無償譲渡
を受けて加工場を建設し，規格外の野菜等の加工

（納豆，キムチ等）を始めた。女性や高齢者の就
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業の場の確保の意味合いもある。
　③構成
　組合の構成は三重である。ａ．出資組合員は39
人で全戸が加入した。ｂ．耕作者（管理作業分担
者）が14～15人，50代が２人，あとは60代で，最
高85歳の人も１ha程度担当している。ｃ．ｂの
うちオペレーターが４人。62～66歳で，うち62歳
の会計担当者は定年前に地元信用金庫を辞めて組
合に入った。その他の３人はいずれも会社員の定
年組で，所有面積は１ha前後である。
　組合長75歳は，会社員16年，鉄工関係の自営業
15～６年を経て農業従事，二代目の組合長を務め
る。
　③組合の仕組み
　組合の最大の特徴は作業受委託方式で処理して
いる点である。組合員は実態的には組合に農地を
貸し，10a15,000円の地代支払いを受けるが，利
用権の設定は行っていない。
　組合は，水稲作業については，機械作業はオペ
レーターが時給1,500円で行うが（機械作業に伴
う補助作業も時給1,500円），管理作業はｂのメン
バーが組合の配分に従って分担して行う。いろい
ろ検討した結果，１人５haが限度と言うことで，
その範囲で分担している（実態はオペレーターが
５haずつで，残り20haを10人程度で分担してい
る）。転作のブロックローテーションの関係で移
動はあるが，担当場所はおおむね決まっている。
　そしてｂは分担分の水稲の販売名義をもち，交
付金等を受ける主体にもなる。彼らは組合に地代
10a15,000円を支払い，機械作業は組合に委託し，
その委託料を支払う。
　従って法人は，第一に，構成員＝地権者（a）
と耕作者（b）の間の実態的な貸借関係の仲介機
関になる。第二に，法人は形式的には地権者（a）
からだが，実態的には耕作者（b）からの水稲機
械作業委託を受ける作業受託組織である。米の販
売主体にはならない。第三に，耕作者に管理水田
を配分する調整機関である。第四に転作経営体で
ある。転作作業は法人として行う。転作組合があっ
たが，現在は法人に一元化した。

　なぜこういう複雑な形をとったかと言うと，他
の組合法人をみていても，組合が全て引き受けて
やるとどうしても荒れやすい，それを防ぐには作
業精度に個人差があるなかで，個人分担制にして
その成果も個人に帰属させる（米の販売主体にす
る）方が丁寧になると言うことである。全員の作
業が均一化したら，組合に統合してもいいが，ま
だそこまで至っていないと言う（定年組でもある
し，それは無理かも知れない。仲間同士で注意を
しあっている）。
　以上は地権者が法人に利用権を設定しない理由
にはならないが，その点は前述のように換地でも
めて完了しておらず，利用権の設定手続が複雑に
なるからと推測される。
　④経営
　2012年の作付けは水稲33ha，転作の大豆・麦
13ha（うち集落外６ha），露地のキュウリ10a，
馬鈴薯とカボチャを各10a，冬の大根・白菜60a，
ハウス４棟（水仙，キュウリ等）10aである。
　水稲はコシヒカリ，ハナエチゼン等で反収は8.0
～8.5俵，一部の軟弱な水田は移植している。特
別栽培米５ha程度も作っている。８割は湛水直
播であり，除草剤の効果を高めるための均平化等
に苦労しているが，後述する他の組織に比してか
なり高い反収を上げている。ほとんどが農協出荷

（ただし出荷者はあくまで耕作者）で１俵15,000
円程度，特別栽培米は個人出荷が主で（縁故米や
福井市内）18,000円である。
　作業料金は，10a当たり，耕起5,250円，代掻き
7,350円，田植（直播）5,250円，収穫12,600円（員
外15,000円）等で，耕起・代掻き・田植のセット
料金を15,750円にしている。市の標準料金よりも
安めにしている。
　野菜作は機械作業を除き，女性が行っている。
主として規格外品（全体の２割弱）を用いて，納豆，
漬け物，キムチの生産を行っている。「発芽納豆」

「カブ漬け」などの新製品の開発をしたりしてい
る。作業は女性10人程度が担当し，時給600円で
ある。
　麦・大豆は農協出荷，野菜と特別栽培米は近く
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の大型量販店（県内トップの規模）の横に農協が
設立した直売所に出荷している。加工品は農協，
生協，スーパーに卸している。
　⑤収支
　組合は販売名義をもたないので通常の形とは異
なる。主な収入は作業受託費800万円，加工品400
万円，野菜350万円，転作物（麦・大豆・ソバ）
100万円である。経費では雇用労賃1,100万円，減
価償却費900万円が大きい。営業（農業）利益が
2011年度の場合2,000万円の赤字，それに対して
営業外利益が1,900万円（うち転作助成金が1,400
万円）で，ほぼトントンであり，構成員への配分
はない。2012年度の予算は営業利益1,200万円の
赤字と1,400万円の営業外利益であり，2011年度
予算もほぼ同様なので，ほぼその辺が目安である。
　⑥課題等
　後継者対策が最大の課題である。現状はオペ
レーター・管理作業ともに定年組が担っており，
今後とも定年帰農で繋ぐつもりで，田植やポンプ
掃除にはより下の世代にも呼びかけて出てもらっ
ている。しかし定年帰農では不安定なので，地代
や時給の水準を下げてでも，地元から若い者を１
人雇用できないかと希望している。
　組合は法人化後も機械投資を続けており，現在
ではトラクター120馬力､117馬力，100馬力の３台，
コンバイン５条と６条を各２台，田植機も直播８
条，移植６条等を装備しており，現状の1.5倍の
面積は受託できるとしている。現に近隣集落でも
集落営農のないところが多く，機械作業の受託に
は応じるつもりである。
　前述のようにパイプライン化しているので水管
理は楽であり，また30a区画の畦畦は地権者の了
承をとらずに抜いて１～２ha区画にしている（乗
り入れ口をいじる場合は地権者同意）。湛水直播
という省力農法も取り入れている。このような状
況が定年集落営農でも一定の余力をもたらしてい
ると言える。
　なお農地・水・環境保全向上対策事業は集落と
して取り組んでいる。その他，とくに農業祭以外
の行事的なことはしていない。

４．ハーネス河合（福井市，2010年農事組合法人，

148戸，153ha）

　①集落
　河合村（明治村，435ha）の７つの農業集落（今
日では「町」と呼ばれる）のうち，河合鷲塚，山
室，二日市の３集落による取組み。河合鷲塚は戸
数180戸，農家60戸，ハーネス参加40戸，山室は
各130戸，70戸，62戸，二日市は98戸，50戸，23
戸である。北陸は集落と大字（藩政村）が一致す
る集落が７割を占める特異な地域であり，３集落
も後述するように内部が分れており，おそらく集
落は藩政村の可能性がある。河合小学校とその分
校があり，河合は明治村と思われる。いずれにし
ても地元では「大字」と言う言葉は使わない。
　②経過
　1997年に県営圃場整備事業に取り組み出したの
がきっかけである。この地域は1965年頃に二次構
で圃場整備に取り組み，30a区画を実現していた。
九頭竜川に面する地域で，排水河川が浅く排水が
不良で汎用化が困難なため，96年に７集落全体
で「河合を考える会」が発足し，圃場整備とその
後の営農形態の話合いが始まった。当初は７集落
全体の取組みだったが，３集落がおりて４集落と
なり，さらに３集落（の一部）が取り組むことに
なった。そこで土地改良区の下に河合地区委員会

（委員14人）を設置し，担い手育成型の県営圃場
整備事業に取り組むこととした。県は１ha区画
を提案したが，地元は農作業効率化の観点から４
ha案を提起し，結論的には４ha区画で行くこと
になった。最高では5.1ha圃場がある。
　同時に1997年に若手農業者を中心に圃場整備後
の営農形態を検討する「河合地区営農推進委員会」
が設立され（委員16人，参与14人），各集落ごと
に「共同耕作組合」を設立することになった。
　以上の過程で，川合鷲塚はそもそも二つの土地
改良区に分れていたが，西区のみの参加となり，
東区は別に生産組合を立ち上げることになった。
また二日市も23戸が参加し，残り27戸は個別経営
を中心に別の生産組合を立ち上げた。なお二日市
は30a区画の時から畦を取り外し，「波板」で区切
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る形で２ha区画化していた地区である。山室は
４ha規模の専業農家がおり，それを含めて８戸
が参加していない。
　結局，共同耕作組合への参加は103戸，147ha
となり，加入しなかったのは，面積にして河合鷲
塚35ha，山室20ha，二日市29haで計84ha，従っ
て「共同耕作組合」の３集落での集積率は64％に
なる。そのうち利用権設定率は80ha程度と事務
局長は話している。
　３集落は，このように「共同耕作組合」，２集
落の生産組合，個別経営の３つに分れたが，実は
３年ほど前にみごとに「耕作換地」をして，それ
ぞれ団地化している。従って，それぞれのテリト
リーは面積・団地としては確定しているが，それ
を利用権として固定しているわけではないこと
が，利用権が少ない理由と思われる。農家として
も４ha区画になれば，自分の田が場所的にどこ
にあるかは分からなくなり，いわんや代が替われ
ばそうなる。事務局長も親戚の人から農地所有権
は「ゴルフの会員権のようなもんだな」と言われ
たそうである。要するにはっきりしているのは持
ち分権のみと言うことである。そういうことが「耕
作換地」を可能にしたのでもあろう。
　営農形態については，４ha大区画に移植栽培
で取り組むことは困難として，無人ヘリによる
乾田直播に取り組むことにした。97年に実証圃
3.3ha，98年に5.6haとし，98年には全面積を直播
化することを決め，圃場整備完了田から取り組ん
でいった。移植栽培が反収８～９俵のところ直播
では５俵程度であったが，地域は「籾を播くだけ
で５俵もとれるなら大成功」と言う感触だったと
言う。直播は千葉県印旛沼の早坂さんの実践を参
考にした。
　共同耕作組合は３集落ごとに営農していたが，
1999年に営農生産組合「ハーネス河合」を立ち上
げ，2000年に経営基盤確立構造改善事業で超大型
機械を導入し，2001年からは水稲生産を一元化し
協業経営化した。
　しかしその当時はまだ法人化は考えもつかな
かったと言う。法人化については2002年から研修

会を開始した。そもそもハーネスは組合員との農
作業受委託契約なので利用権設定のための法人化
の用はない。しかし最大の理由は「集落を守る」
ことにあるようだ。ハーネスに全て任せると言う
ことになると，用排水路の管理も農家は出なくて
よくなってしまう。そのようにハーネスに入るこ
とが実質的に集落の農家組合を抜けることになっ
てしまっては，集落と言う農家の集まりが崩れて
しまい，地域資源管理もできなくなる。このよう
な懸念が強かったようである。
　集落の絆を深めるために，その間にも2003年に
は組合員に年越しソバを配布し，04年には女性部
で直売所を検討開始し，06年には大吟醸「農家の
酒」を限定販売した。
　同年，特定農業団体となり品目横断的政策に対
応することとした。07年にはいも，ソバ焼酎の生
産を検討し，08年には玄ソバ･ソバ粉販売を本格
化した。
　そして2010年に法人化発起人会を設立し，2011
年に特定農業法人化した。
　このように実質的な協業経営が立ち上げられて
から，法人化するまでには10年をかけたわけで，
地域の慎重さがうかがわれる。法人化の契機とし
ては，県内でも法人が増えてきたこともあるが，
法人化により箱物の補助事業を取り入れることが
大きかった。戦略作物生産関連緊急事業でソバの
乾燥調整施設，経営体育成事業でソバ粉加工施設，
県単の園芸拡大事業でミズナの水耕栽培ハウス６
棟の建設と言う次第である。さらに農地集積事業
10a20,000円がある。個々の出資については聞き
漏らしたが，主要機械の多くは任意組合の時代か
ら整備しており，任意組合からの借入の形をとっ
ている。法人化にあたっても大幅に補助事業を取
り入れているので，出資は大した額ではないと思
われる。ただしアグリビジネス投資育成会社から
200万円の外部出資を受けている。
　③構成員
　法人の参加農家は148戸に増えたが，その面積
は153haで，当初の147haと大差ない。
　ハーネスは人材派遣会社を通じて，事務局長（56
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歳），企画部長（54歳），作業部長（50歳），管理
部長（56歳），総務副部長（63歳），ハウス担当の
６人を雇用している。全員が構成員あるいは構成
員の子にあたるが，税務上は来年から構成員から
外れる（従事分量配当のため給与支払が不可能）。
60歳定年である。
　事務局長もその一人であるが，農協に30年間勤
めて主として金融共済畑を歩いてきた。３年前に
ハーネスが任意組織の時に移籍した。人材派遣会
社には2,200万円を支払っている。人材派遣会社
の利用は専従者を雇用することにより，その給与
水準を決めるのが難しいこと，役員に労務管理の
知識がないことが理由で，人材派遣会社は事務局
長が農協時代から知っていた社であり，手数料は
安くもらっている。
　構成員のオペレーターは18人，32～66歳の幅が
ある。管理作業には60人ほどが出る。オペレーター
は時給1,500円，一般作業は1,200円である。
　運営は理事７人，監事２人，先の専従者６人で
ある。組合長は65歳だが，役員報酬はない。
　④経営
　2012年の作付けは，水稲100ha（乾田直播
51ha，湛水直播13ha，移植栽培36ha，乾田はコ
シヒカリ，湛水はコシヒカリと酒米，移植はハナ
エチゼンとモチ米少々），麦43ha，ソバ50ha，園
芸0.5haである。
　直播は当初は発芽率70％程度だったが，現在は
80～90％にあがっている。問題は梅雨時の除草剤
散布で雨に降られたらアウトで毎年が勝負と言
う。反収は６～７俵である。
　湛水直播が増えてきて約２割になったのはここ
５年ほどである。乾田直播だと水持ちが悪くなり，
完全に地下灌漑ができていないと難しいと言う。
　ハーネスが福井県平均の統計数字と比較したも
のでは，2010年について10a当たり生産費は県平
均122,803円に対して72,783円で平均の59％，10a
当たり労働時間は県平均29時間に対して８時間と
大幅減である。60kg当たりでは，03年の数字だが，
県平均の16,121円に対して13,613円で84％の水準。
乾田直播による収量低下で10a当たり生産費の低

下よりは小幅になる。いずれにしても徹底したコ
スト追求の省力栽培を実現していると言える。
　園芸はミズナの水耕栽培一本でパート女性が常
時４人出ている。
　出荷は米・麦・そば・ミズナは農協，ソバ粉は
蕎麦屋５～６軒に出している。東京日本橋にも
ハーネスのソバ粉100％の店がある。
　生産資材も農協から調達し，大口割引を受けて
いる。その他，農協には営農指導，販売の等級指導，
品質保証，圃場配達，パソコンによる会計支援を
受けており，販売・購入ともに煩わしい価格交渉
するより，生産に力を入れる方針である。構成員
からは歴代２人の農協役員を送り出している。
　⑤収支
　売上額は1.3億円，内訳は水稲１億600万円，麦・
ソバ1,000万円，ソバ粉1,000万円，野菜（ミズナ）
600万円である。営業利益は黒字になっていると
言う。営業外利益（交付金等）6,600万円，今年
は労務費と管理従事分量配当で6,700万円を配分
している。
　地代はゼロで，「管理従事配当」を10a30,000円
払うようにしている。超大型圃場化したなかでの
乾田直播主体なので，通常の地権者による水･畦
畔管理の負担は少ないとは言え，集落単位での管
理作業は残るとすれば，それを名目とする地代支
払と言える。
　その総額は，前述のように経営面積を153haと
すれば4,600万円弱になるので，残り2,100万円程
度が労務費になる。それは先の人材派遣会社への
支払ではなく，組合員のオペレーターや一般作業
への支払である。最終的に2,400万円ぐらいの剰
余がで，機械購入等に充てられる（基盤強化準備
金）。
　⑥課題等
　ハーネスは既にミズナの水耕栽培，ソバ乾燥，
ソバ粉加工等に取り組んでおり，これで精一杯と
言う。河合のなかではもう１集落がハーネスに参
加したい意向で，その50haが加わって200haが限
界である。
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５．補足－アジチファーム（2009年株式会社，

７人，150ha）

　同ファームは集落営農法人ではなく，企業的農
業経営と言えるが，集落営農法人のあり方と深く
係わるので簡単に紹介する。
　①集落
　西藤島地区（明治村か）に10集落があり，その
一つである黒丸町（農家21戸）。九頭竜川の氾濫
原に属し，市街からクルマで15分程度と言う好立
地である。道路から農業生産法人「アジチファー
ム｣ の看板，ライスセンター，併設の直売所「ほ
やほや」がみえる。同地区にはアジチも含めて４
戸の50～100ha規模の規模拡大農家がおり，アジ
チは後発組で，地区内での集積を難しくしている。
　②経過
　社長のＹさん（61歳）は黒丸の農家に養子に入っ
た人で，妻は公務員だったが，辞めて手伝ってい
る。長男は市役所勤務，長女は横浜国大経営学部
卒でIT企業に勤務していたが，3.11をきっかけに
Ｕターンして，営業部長に就く。
　本人が20代の終わりに養子に来たときは1.8ha
農家だった。本人はいろいろ転職し，最後は経済
連の工員勤務20年，50歳で「新規就農」した。企
業家精神が旺盛な人だが「百姓を目指す」のが本
人の思いである。現在は自作地は４ha程度に拡
大。市街化区域内農地が浄化センターに売れて，

「不労所得は身につかない」と代替地を購入した
模様である。ワラ加工に取り組み，縄屋に売って
子供の学資をかせいだと言う。
　2002年に米パンの製造販売を開始する。息子が
就職し，妻は公務員であり，自分の夢が追求でき
ると思い，米消費が減退し，これからはパンの
時代がくると思ったのがきっかけである。まず
県内の主な農家60戸が出資し，「サンサン」を作
り，その後有限会社化して米パン等に取り組み，
現在は２人が中心に経営しているが，本人は退い
て2004年に任意組織「米パン倶楽部」（米パン卸）
を３人で始めた。年商は当初は1,500万円，後に
は4,000万円になった。05年に冷凍米パン生地の
開発をはじめ，06年には米から米パン麺の一貫生

産体制を確立し，07年に米麺の販売開始，その後，
米粉の蒸しパン，揚げパン，米粉ミルク等を開発
する。
　2009年に20代，30代の雇用者（他地域の農家出
身）３人と，農業生産法人･株式会社「アジチファー
ム」を立ち上げる。出資金990万円。「アジチ」と
は味と地はイコールである（土づくりしていると
おいしい米ができる）と言うことと，家の屋号（長
男が出ていってしまった家）から来ていると言う。
　2011年に新業態「ほやほや」（直売，県内産の
農産物，農産加工品の販売，「百姓食堂」，弁当の
販売・配達）を設立。
③構成員
　正社員９人（男性６人，女性３人，うち１人は
先の長女），非正規12人，パート２人
④経営
　米パン倶楽部の頃は転作大豆の借地25ha程度
があり，大麦の跡地を借りて大豆を生産し，3,000
万円程度の販売額だった。助成金等は地権者がも
らい，クラブは作物をもらうだけで3,000万円程
度になった。農地を集めようとしても，転作地の
ようなものしか集まらないと言う話である。
　2013年は65ha経営。利用権設定（地代は10a当
たり5,000～15,000円で平均10,000円）は20ha程度
で水稲生産，転作作業受託が30～35haで，新規
需要米（米粉，WCS，飼料米），後述する農事組
合法人への人材派遣が15haである。転作作業受
託は元は調整水田であり，地権者に10a5,000円を
支払い，転作関係の交付金等はアジチが全て受け
取る。拡大にはファームが個別に農家にセールス
にでかける。社長の弁では「離農のすすめ」のパ
ンフまで作ったと言う。本人は経済連でパンフを
作る作業に従事していたので，本当かも知れな
い。前述のように後発組として域内の受託は遅れ
たが，それでもほぼ半径15km以内におさまって
いる。
　年商は2011年度は1.3億円，12年度は1.5億に行
くだろうと言う。内訳は「ほやほや」の売上げが
5,000～6,000万円，主食用米が2,000万円，その他
が米加工と人材派遣業である。
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⑤事業展開－集落営農法人への人材派遣等
　第一目標は100ha，第二目標は５～10年で
500haへの拡大である。関東圏の卸に販売するに
は500ha規模のロットがないと相手にされないと
言う。拡大の方法として賃借は手間がかかるの
で，来るものは拒まないが個人からの借入はや
め，人材派遣に切り替えたい。農事組合法人は能
力的な限界があり，資金計画，経営の采配ができ
ない。20ha，3,000万円を超えると個人の能力を
超え，マネジメントの能力が求められるが，それ
がないし，それを教える学校がない。農の雇用事
業でもそれは難しい。法人として残れるのは２割
から１/３程度ではないかと社長は言う。
　そういうなかでファームは株式会社の定款に人
材派遣業を加え，人材に乏しい組合法人への人材
派遣を開始した。組合法人の機械を使い，水回
りは地元にしてもらい，オペレーター兼マネー
ジャーをファームが派遣し，派遣料は１人400～
500万円で10％を手数料として差し引く。1.5人で
15haは経営できると言う。営農部長には60歳に
なるTACのスタッフを農協から引き抜いた。
　現在，派遣は社員２人が担当し，１法人15ha
に派遣しているが，さらに２～３法人増える見通
しである。「ウチは組合法人の駆け込み寺だ」と
社長は言う。地元の意欲ある人をファームで雇用
して派遣する形にし，経営センスを修得させて２
年ぐらいで出身法人に帰すことも考えたい。
　今後の経営としては，原料生産・加工・販売・
サービス（マネジメントのノウハウ）の一貫経営
をめざす。販売額は３億円，人員30人，新規就農
者10人，新たな農業生産法人の設立３社で，アジ
チファームグループをつくり，ロットのメリット
とメンテナンスの共有を図りたい。米は装置産業
であり，米文化があるので，米粉はあくが強く咀

嚼回数が多く，一定の需要と将来性はあるとして
いる。

おわりに
　本稿はあくまで事例報告なので総括はしない。
農家の数ほど多様な集落があり，集落の数ほど多
様な集落営農法人があるので，執筆者の無能無才
の手にあまる。とは言え，いずれの県をとっても，
そこには，「むら」維持的・定住条件確保的な集
落営農と企業的方向に向かう集落営農が併存して
いた。そして両者は階梯的と言うよりは類型的で，
橋渡しは簡単ではない。
　しかしながら「むら」を維持するために年寄り
を集めて集落営農にしたからといって加齢がス
トップするわけではない。他方で個別であれ集落
営農であれ，大規模経営にみんなが利用権を設定
して農業から足を洗ってしまえば，「むら」とそ
の地域資源の存続がおぼつかなくなる。日本の農
業･農村はいまその持続可能性を問われている。
集落営農はそのような矛盾・可能性に対する日本
的回答だったが，集落営農は依然として，生活（定
住）と経営（収益），「むら」と企業との矛盾的統
合体に過ぎない。集落営農（法人）の持続可能性
を求めて，さまざまな模索が始まっている。それ
は依然として残された課題である。

あとがき
　調査にあたっては，法人関係者の方々のあたた
かい御理解・御協力を賜った。また山口県農業経
営課，やまぐち農林振興公社，福島県農業振興公
社，福井県農業会議，全国農地保有合理化協会･
深谷成夫氏のご案内をいただいた。記して深く感
謝したい。


