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はじめに
集落営農の推進だけでなく、それをどのように
発展させるかが大きな政策課題となっている。だ
が、時間の経過とともに集落営農の構成員は分化・
分解し、農業経営体として発展していくと考えて
よいのだろうか。それを確認するためには長期間
の観測が必要となるだろう。そこで本稿では、福
井県大野市において2000年に調査（注１）を行っ
た集落営農組織の追跡調査を行い、過去と現在の
状態とを比較検討を行うことにした。
2000年当時の状況は次の通りであった。「福井
県大野市は各種補助金の受け皿として集落営農組
織が多数設立されているが、実体のある活動を
行っているものは少ないというのが実情である。
集落営農設立の第１の目的は機械投資負担の軽減
にある。機械が大型化し、特にコンバインの価格
が高いことに対応するため集団で機械を所有して
１戸あたりの負担を軽減しようという点は大方の
集落営農に共通している。ただし、ここは水稲単
作地帯のため浮いた労働力が複合部門の充実・拡
大に回るというようなことはなかった。普及セン
ターは集落営農の概念を幅広く捉えているが、基
本的には担い手に農地を集積する方法を考えてい
る。実際、オペレーターを絞り込みながら専従者
を確保していくことが集落営農継続のためには必
要不可欠であるという認識は一般化しているよう
に思えた。これができない場合は農家・集落をま
とめ上げていくリーダーを再生産、確保していく
ことが決定的に重要であろう。地域社会の存続と
それを引っ張るリーダーの再生産が農地保全型集
落営農の存続にとって最大の課題なのである。そ
ういう意味では大方の集落営農は現状維持を考え

ているようだが、リーダーの円滑な交代・再生産
は難しく、長期的にはジリ貧ということにならざ
るを得ないというのが率直な印象である」（注２）。
2000年に調査を行ったのは、園芸を導入して専
従者の絞り込みを進めた作業受託型集落営農組織
（農事組合法人・新河原生産組合）、全戸出役によ
る協業経営型の集落営農組織（阿難祖領家生産組
合）、熟度が異なる農地保全型の２つの集落営農
組織（佐開複合生産組合と庄林営農組合）の４組
織である。第1のタイプの法人がさらなる進化を
遂げているかどうか、第2のタイプと第3のタイプ
の集落営農組織で構成員の分化がどのように進
み、専従者を絞り込むような方向に向かっている
かどうか、現状維持の場合はリーダーの再生産、
確保が可能となっているかどうかが追跡調査のポ
イントとなる。
以下では、最初に現在の福井県の集落営農の推
進体制を概観する。県は集落営農組織をしっかり
とした農業経営体に発展させていくために規模拡
大と園芸作の導入を課題として掲げている。次に
大野市の農業の現状と農政の取り組みをみる。市
は全集落を対象とした調査を独自に実施して農村
集落カルテを作成するなど集落を基礎に中心とな
る経営体への農地集積を推進している。この農地
集積で大きな役割が期待されるのが集落営農であ
り、近年、大野市でも農地流動化が急速に進展し
ている。以上を踏まえたうえで先に掲げた順に４
つの集落営農組織の現状を過去と対比するかたち
で描き出すことにしたい。
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１．福井県における集落営農の推進体制
　（１）  ふくいの農業基本計画―集落営農の規模

拡大と園芸作導入の推進―

福井県は2014（平成26）年３月に「ふくいの農
業基本計画」を定めて農業振興に取り組んでいる。
そのなかの「戦略２：儲かる農業経営者の確保・
育成戦略」の「水田農業の経営体育成プロジェク
ト」が集落営農に関連する内容となっている。こ
こでは県庁の担当者の方々からのヒアリング結果
を交えながら、その内容を簡単に紹介することに
したい。
同プロジェクトの目標は２つである。
①「集落営農組織等の法人化を進め、専任オペ
レーターを有する40ha規模の広域営農組織や認
定農業者、複数の集落営農を統合した100ha規模
の営農組織を育成し、省力化・コスト低減」を通
じて一層の農業所得の向上を図ること。
②「女性や高齢者等の地域住民がネギ、トマト
等の園芸や６次産業化にも取り組む集落営農等を
組織」し、農業所得の向上を図ること。
①は集落営農の法人化とその規模拡大の推進で
あり、②は集落営農の複合化・多角化の推進であ
る。図１に示したように、既存の20ha規模の集落
営農を、合併や近隣集落の農地集積により40ha
規模の広域集落営農として育成していくのを基本
としつつ、さらに複数集落や旧村単位で100ha規
模のメガファームを育成していくとしている。ま
た、地域全体の営農計画を作成し、作物をエリア
ごとに集約した大規模なブロックローテーション
を実施する計画である。そのためにオペレーター
の掘り起こしを図ってその専任化を進め、経営規
模に応じた機械等の整備を支援するための補助事

業を用意している。園芸導入型の集落営農組織は
地域の女性・高齢者の活用を図り、園芸専従者の
育成の支援を行う予定である。
　（２）集落営農を通じた農地集積の推進

福井県の集落営農組織は最近５年間で519組織
から588組織へと増加しているが、そのペースは落
ちている（図２）。会社組織はほとんど増えてい
ないが、農事組合法人が毎年10組織程度のペース
で増加している。集落営農の設立は一段落し、そ
の法人化が徐々に進んでいるという状況にある。

県の担当者の方は「これまで法人化を進めて
きた。その結果、農事組合法人が年間10法人ず
つ増えている。集落営農組織は旧品目横断的経
営安定対策への対応で大きく増えた。後継者の
確保・育成と米価下落に対する所得の確保が課
題である。担い手への農地集積を進めていきた
い。現在の農地集積率は65％だが、これを2018
（平成30）年までに80％までもっていく計画で
ある」と話していた。
福井県農林水産部の推計によると2012（平成
24）年現在の担い手への農地集積は、個人の認定
農業者947人、10,017ha（１経営体あたり10.6ha）、
任意組織の集落営農組織が423経営体、7,288ha（１
経営体あたり17.2ha）、法人化した集落営農組織
が155経営体、5,815ha（１経営体あたり37.5ha）、
メガファームが２組織、300ha（１経営体あたり
150ha）で計23,500haとなっている（注３）。これ
を2018（平成30）年に、個人の認定農業者500人、
10,000ha（１経営体あたり20ha）、任意組織の集
落営農組織が350経営体、7,000ha（１組織あた

図１　福井県の集落営農の発展方向
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図2　集落営農組織数の推移（福井県）

資料：福井県農林水産部
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り20ha）、法人化した集落営農組織が250経営体、
10,000ha（１経営体あたり40ha）、メガファーム
20組織、2,000ha（１経営体あたり100ha）に加え
て、中山間地域の農地集積が困難な地域ではJA
等を主体とする広域作業受託組織を育成して、そ
こに5,500haの農地を集積し、計29,000haを目指す
予定である。
県は「個人の認定農業者を集落営農組織のメン
バーとすることで集落営農の後継者を確保してい
きたい」と考えている。個人の認定農業者の数が
947人から500人に減少する計画となっているのは
そのためである。
「メガファームの育成は今年度（平成26年度）
からの取り組みで、今年中に３組織を育成する予
定である。法人化しても次の後継者を確保でき
ない。米価も下がっていく状況の下では100ha規
模の組織を設立する必要があるということになっ
た。これまでは集落単位で設立を進めてきた集落
営農法人も後継者は確保できていない。そこで集
落の垣根を下げ、さらなる規模拡大とコストダウ
ンを図っていく。圃場整備によって50a区画以上
の圃場が３割をこえるところは直播を導入してい
く。40ha規模の集落営農法人の育成には農地集
積協力金を活用し、機械・施設等のハード整備支
援を行う。任意組織の集落営農組織の平均規模は
20haだが、ここは　収入を増やすために園芸を
導入していく。中山間地域はアグリサポーター制
度を創設し、農作業に対する費用のかかり増し分
を支援していく。今年度（平成26年度）からJA
等を主体とする広域作業受託組織を育成していく
予定である。これはJA出資農業生産法人を想定
している。集落営農組織の法人化を進めるために
地域農業推進キャラバンを現在実施している。今
年度（平成26年度）中に184法人にまでもってい
きたい」とのことであった。
　（３）福井県における集落営農推進の歴史

福井県の集落営農組織の展開過程は図３のよう
にまとめることができる。昭和40年代は圃場整備
と農業機械の共同利用組織の設立、昭和50年代は
農業機械銀行による農作業受委託の拡大を進めて

きた。農用地利用改善団体を通じた利用権設定の
推進と担い手不在集落での全戸参加型の生産組織
の設立が現在の集落営農組織へと繋がっている。
平成に入ってから農地流動化が急速に進み始め、
任意組織の集落営農組織の税金問題が発生するよ
うになり、その対応として法人化に取り組んでき
た。また、福井県では大区画圃場整備が積極的に
進められ、これが集落営農組織の設立に繋がって
いる。

また、県の担当者の方の話によれば、「1985（昭
和60）年から集落営農組織を設立して麦大豆転作
を進めてきた。農業機械は、稲作用を県単事業で
転作用を国庫事業で導入した。トラクターは20ps
から50psクラスのものに更新していった。ただ
し、機械の共同利用組織が多く、組織としての発
展性には乏しかった。そこで水稲については品種
別に団地化を進め、農作業受委託でのオペレー
ター方式に切り替えていくという方針で臨んでき
た。その結果、現在の集落営農組織のかたちがで
きあがってきた。機械施設の更新については任意
組織の段階で一度補助金をもらい、次に法人化し
た後でもう一度もらうことができたが、2010（平
成22）年以降はそれができなくなったため、現在
は構成員からの資金の拠出によって購入してい
る」とのことであった。
今回、15年ぶりに調査に入った大野市は、まさ
に既存の20ha規模の集落営農組織がどのような
展開をみせているかを確認するためのフィールド
である。集落営農実態調査によると2012（平成

図３　福井県における集落営農組織の展開過程
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24）年現在、福井県内には580の集落営農がある
ことになっているが、このうち50が大野市にある。
県内で最も多いのは坂井市（127組織）で、次が
福井市（119組織）だが、大野市はそれに次いで
多い。ただし、この大野市の50組織という数字は
実は2008（平成16）年から全く増えていない。そ
の意味でも早い段階から集落営農組織の設立が進
み、それがどのような展開をみせているかを検討
するには格好の地域とすることができる。

２．大野市の農業の現状と取り組み
　（１）  農村集落カルテに基づく農業・農村の活

性化

大野市は2012（平成24）年３月に「越前おおの
型　食・農業・農村ビジョン」を打ち出している。
「越前おおの型農業」の持続的発展を目指し、「農
業・農村の活性化」「多様な経営体の共生による
農業の振興」「農産物の総ブランド化」「農地の適
正な管理と農業基盤の整備」「鳥獣被害のない里
づくり」の５つを基本方針に掲げている。
このなかで特筆されるのは2009（平成21）年度
に490万円の事業費を投じて126集落の集落代表者
（区長、農家組合長、生産調整推進員など）、5,022
世帯、農業の担い手74経営体を対象に行った農村
集落カルテ策定事業を基礎にしている点である
（注４）。同事業は「10～20年先の将来を見据えた
きめ細かな農業・農村の振興を図るため、集落や
生産組織を対象にアンケート調査や聞き取り調査
等を実施し、農業生産活動や集落等の実態・課題
を把握するために各農村集落のカルテを策定し、
その結果を踏まえ、関係機関との連携を図りなが
ら新たな農業生産振興や集落コミュニティ活動の

維持・再生に向けた施策を検討することを目的に
実施する」（大野市産経建設部農業林業振興課内
部資料）ものである。集落を基盤に農業・農村の
活性化を推進するというのが大野市の基本方針で
あり、集落営農と密接な関係を有しているといっ
てよいだろう。この農村集落カルテから析出され
た地域農業の課題は「農業後継者や地域の担い手
の確保と育成」「小規模（兼業）農家に対する支
援」「農業機械や設備の更新の支援」「鳥獣被害対
策の強化」「農林産物のブランド化の推進」「農林
産物の新たな販路拡大」「規格外農林産物等の有
効活用と販路開拓」「地元特産品を活用した加工
品の開発」「優良農地の確保」であった。「小規模
（兼業）農家に対する支援」「農業機械や設備の更
新の支援」などは中山間地域に位置する大野市な
らではの課題設定であり、市は少額ではあるが数
十万円規模の補助事業を用意し、機械施設の導入、
加工施設の導入、地域活性化への取り組みの支援
を行っている点が注目される。
人・農地プランもこの調査をもとに作成されて
いる。調査時点で126集落のうち121集落でプラン
が策定されていた。基本は集落単位での策定であ
る。このうち34集落が中山間地域等直接支払制度
の対象集落である。「中心となる経営体」が１つ
だけというプランは37と少なく、中心となる経営
体が複数存在しているところが多い。なお、今回
調査対象となった集落営農組織のある集落のプラ
ンでは、阿難祖領家集落と佐開集落は当該集落営
農だけが中心となる経営体として位置づけられて
いたが、新河原集落は当該集落営農と個別経営の
２つの経営体が、庄林集落は当該集落営農とは別
の個別経営が中心となる経営体とされていた。こ

総農家数 専業農家 Ⅰ兼農家 Ⅱ兼農家 専業農家 Ⅰ兼農家 Ⅱ兼農家

（単位：戸、％）
実  　　数　 構  成  比

表1　専兼別農家戸数・構成比の推移（大野市）

注：各年農業センサスより作成した。　2000年以降の「Ⅱ兼農家」には自給的農家を含めてある。
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うした状況については後で詳しくみることにした
いが、大野市では基本的に集落を単位に農地集積
を推進してきたといってよいだろう。

（２）センサスにみる農業構造の動向

大野市では平成に入ってから農業構造の変動が
本格化し、統計の連続性の問題はあるが、2000年
以降、その勢いを増している。
表１は専兼別農家戸数と構成比の推移を示した
ものだが、総農家数の減少は近年になるほど加速
している。1995年まではセンサスの度に200戸少
しの減少が続いていたのが、1995年から2000年
にかけては300戸以上の減少となり、総農家数は
3,000戸を割り込む。さらに2005年から2010年に
かけては400戸以上の減少となり、現在の総農家
数は2,000戸を切るところまできている。専業農
家は2005年に一時的に増加して203戸となったが、
2010年には再び減少して149戸となっており、第1
種兼業農家も2010年に202戸と大きく増加したが、
今後もそうした傾向が続くとは考えにくく、農業
専業的な農家が増える見込みはない。第2種兼業
農家は1985年以降、一貫して減少が続いているが、
総農家数に占める割合は早くから９割近くとなっ
ており、2010年には92.5％と初めて９割を超えた。
大野市では農業専業的な農家はその数を大きく減
らし、農家の大半は第2種兼業農家となりならが
土地持ち非農家化が進行しており、大量の農地供
給層が形成されているとしてよい。
事実、表２でみるように借入耕地面積は2000年
以降、大きく増加している。これは特に田で著し
いものがある。2000年当時の田の借入耕地面積は
685haだったのが、農業経営体の数字ではあるが、

2005年には1,390haと一気に倍増し、2010年には
1,842haと400ha以上の増加が続いている。その結
果、2010年の田の借入耕地面積率は49.1％と半分
に達している。センサスベースではあるが、農業
経営体が経営する田の面積の半分は流動化してい
る勘定になる。そして、この流動化している農地
を集積している農業経営体の数も絞り込まれてき
ている。田を借り入れている農家数（農業経営体
数）は1990年の946戸をピークに減少に転じてお
り、受け手の数を減らしながら借入耕地面積が増
えているからである。2010年現在、田を借り入れ
ている農業経営体の数は1980年当時の700戸より
も200戸近く少ない516となってしまった。農村集
落カルテ策定事業において「農業後継者や地域の
担い手の確保と育成」が地域農業のトップの課題
として位置づけられているのにはこうした背景が
ある。
その結果、増減分岐層は大きくせり上がり、小
規模農家の脱落とごく少数の大規模な農業経営体
の伸長という事態が進んでいる。表３をみるとわ
かるように、３ha未満の農家は最近になるに従っ
て、１～２ha層が構成比においては最大のシェ
ア（2010年で42.0％と４割を超えている）を維持
しているとはいえ、その数を大きく減らしてい
る。３～５ha層も2005年から2010年にかけて明
確な減少傾向に転じており、さらに５～10ha層
も2000年には36戸だったのが、2005年には33経営
体、2010年には27経営体と減少してしまっている。
唯一、増加しているのは10ha以上層だけであり、
統計の連続性の問題はあるが、2000年の９戸から
2005年には26経営体、2010年には47経営体と躍進

　　（単位：ha、％）

計 うち田 計 うち田 計 田
借入耕地面積率 水田借入

農家率
経営耕地面積 借入耕地面積 田のある

農家数
水田借入
農家数 水田率

表2　経営耕地面積・借入耕地面積等の推移（大野市）

"注： 各年農業センサスより作成した。
 借入耕地面積率＝借入耕地面積／経営耕地面積。
 水田借入農家数＝水田借入農家数／田のある農家数。
 2005年以降は農業経営体の数字なので連続していない
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を続けている。このように大野市の農業構造は、
集落営農組織も含む10ha以上の少数の大規模経
営体に農地が集積されるかたちで大きく動いてい
るのである。

（３）担い手への農地集積の現状

―集落営農が重要な役割を果たす―

以上はセンサスベースの動きだが、大野市は担
い手リストを作成しており、担い手への農地集積
の状況をより正確に把握している。ただし、「水稲」
「大麦」「大豆」「そば」「WCS・飼料用米」「その他」
という作付面積ベースでの数字となっている点に
注意する必要がある。
担い手は、①認定農業者（個人）・46経営体、
②認定農業者（法人）・26経営体、③その他の担
い手（個人）・20経営体、④その他の担い手（協
業または共同販売経理の集落営農組織・グルー
プ）・12経営体、⑤その他の担い手（作業受託や

共同利用の集落営農組織・グループ）・24経営体
の５つに区分されている。②は少数の農業専業的
な農家から構成されるものと集落営農組織が法人
化したものが混在しているが、構成員の数で区分
すると前者は４法人、後者は22法人となる。⑤に
ついては作業受託や機械の共同利用を主たる活動
としているため作付面積は０としてカウントされ
ている。
それぞれの担い手の作付面積の集積状況は表４
に示したとおりである集落営農組織への作付面積
の集積は大きく、②認定農業者（法人）は合計で
1,600haを超え、①認定農業者（個人）を大きく
上回っている。また、④その他の担い手（協業ま
たは共同販売経理の集落営農組織・グループ）も
平均で10ha規模の作付面積を実現している。表
示は省略したが、作付面積規模別に担い手の状況
を整理すると、①は10ha未満が22経営体と最も

表3　経営耕地面積規模別農家戸数・構成比の推移（大野市）

表4　担い手への作付面積の集積状況（福井県大野市・2013年）

注： 各年農業センサスより作成した。 
 2000年までの「～ 0.5ha」は販売農家の「例外規定農家」「0.3 ～ 0.5ha」と「自給的農家」を加えたものである。
 1990年までは5.0ha以上層は区分されていないので一括して示した。
 2005年以降は農業経営体の数字であり、連続していない。

資料：大野市内部資料より作成
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多く、10～20haが９経営体、20～50haが８経営
体、50ha以上が６経営体、②は10ha未満は１経
営体と少なく、10～20haが２経営体、20～50ha
が９経営体、50ha以上が最も多く12経営体となっ
ている。③は20経営体全てが10ha未満である。
④は10ha未満が６経営体、10～20haが４経営体、
20～50haが２経営体で、50ha以上はいない。こ
のように規模別の分布をみても集落営農組織の
方が大規模なものが多く、農地の担い手として重
要な役割を果たしているのである。データの取り
方が異なるので数字は一致しないが表5によれば、
2013（平成25）年の段階で耕作面積と水稲作付面
積の3分の1以上が、六条大麦とそばの作付面積に
ついては半分以上が集落営農組織等に集積されて
いる。市の担当者の方によれば「そばは汎用コン
バインで刈り取りができるようになってから六条
大麦の後作として拡大してきた」とのことである。
また、「利用権を設定して農地を借りていても、
畦草刈りと水管理をしてもらうことで10ａあたり
10,000円を支払うケースがみられ、集落営農組織
は法人化していたとしても、畦草刈りと水管理は
構成員にお願いしているケースが多い」という話
であった。大野市は中山間地域にあるため田に段
差があって畦畔面積が大きく、畦畔管理が大変な
負担となっている（注５）。
なお、調査対象となった新河原生産組合と阿難
祖領家生産組合は②、佐開複合生産組合は④、庄
林営農組合は⑤に区分されている。

　（４）農地流動化の現状

利用権設定面積は年々増加している。表6をみ
るとわかるように、2009（平成21）年以降、面積

が増加しており、特に2012（平成24）年から2013
（平成25）年にかけて250ha以上も増加している。
この背後には農地集積協力金（旧制度）の後押し
があることが大きい。事実、2013（平成25）年に
農地集積協力金が支給された面積は100ha以上に
のぼっている。また、「利用権設定は6年契約が多
いが、これは経営転換協力金の受給要件が6年以
上の契約であることによる」という説明が市から
あった。

農地は借り手市場となっており、小作料の低下
が続いている（表7）。2002（平成14）年に16,200
円／10ａと20,000円を切り、現在は平坦地では
15,000円／10ａを割り込んでいる。中山間地では
5,000円／10ａを切る状態にある。山間地域とは
五箇地区と和泉地区であり、中山間地はそれ以外
の中山間地域等直接支払制度の対象地域である。
2014（平成26）年度の農作業標準料金は、耕起

（１回あたり）6,912円／10ａ、代かき（２回がけ）
6,696円／10ａ、田植（側条施肥）7,992円／10ａ、
防除（薬代含まず・1回あたり・背負式動力散粉
機）410円、収穫（自脱型コンバイン）16,416円
／10ａ、乾燥1,219円／60㎏、籾摺り551円／60㎏、
一般農作業賃金10,260円／日、機械オペレーター
賃金20,304円／日となっている。麦は耕起・播種
6,804円／10ａ、収穫12,096円／10ａ、溝堀り4,212
円／10ａ、防除（1回あたり）270円、大豆は耕起・
播種6,048円／10ａ、収穫13,068円／10ａ、溝堀り
4,212円／10ａ、培土4,104円／10ａ、防除（1回あ
たり）252円／10ａ、そばは耕起・播種6,834円／
10ａ、溝堀り4,353円／10ａ、防除260円／10ａ、
収穫11,764円／10ａとなっている。麦、大豆、そ

表5　集落営農組織等への農地集積状況（2013）

資料：大野市転作状況確認データ

表6　担い手への利用権設定の推移

資料：大野市内部資料より作成
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ばについては県の農作業標準作業料金を適用して
いる。この料金が集落営農の作業料金を大きく規
定する関係となっている。
市の担当者の方の話では「小作料は14,000円／
10ａで、水利費（2,000～4,000円／10ａ）は基本
的に地主負担となっている。ただし、土地改良事
業の償還金が80,000～10,000円／10ａもするので
新たに土地改良事業を実施するのは難しい状況に
ある。作業受委託は賃貸借に移行して大きく減っ
た。小作料を上乗せして地主に水管理や草取りを
頼んでいるケースがかなりある。水管理の仕方次
第では除草剤の効き方がかなりよくなることもあ
り、担い手が積極的にこうした選択をしているこ
ともある。農作業標準作業料金は下がっていない。
米価が下落しても作業料金には影響しない」とい
うことであった。

３．具体的な集落営農組織の展開過程
ここでは2000年の調査結果と2014年の調査結果
を比較することで、集落営農組織の具体的な展開

過程を描き出したいと思う。当時の調査結果は、
専従者の絞り込みが進んでいた新河原生産組合と
構成員全員参加を運営原則とする阿難祖領家生産
組合という対比、機械施設は装備しているものの
集落をまとめるリーダーの高齢化と不在、オペ
レーターの不足や集落の結束力の低下などによっ
て将来の安定的な運営が懸念される佐開複合生産
組合、庄林営農組合というのがポイントであった。
それから15年近くが経過した今もこの４つの集落
営農は各様に活動を続けている。

　（１）新河原生産組合

（1-1）2000年当時の状況
―施設園芸を導入し農業専従者の確保に成功―
①集落の概況
当時は世帯数21戸、全戸が農家という集落だっ
た。このうち2戸は生産組合に全面委託し、水稲
を栽培している農家は19戸である。肥培管理がで
きない農家が増加しており、あと5～6年で7戸は
生産組合への全面委託に移行することが予想され
ていた。19戸のうち1戸は生産組合に入っていな
かったが、高齢者夫婦2人きりの兼業農家のため
近い将来、生産組合に加入する見込みである。集
落の耕作面積36.5haである。
②経営概要―全作業受託35ha＋部分作業受託
＋トマト水耕栽培―
生産組合は基本的には農作業受委託組織であ
り、育苗や肥培管理は組合員に任されていた。肥
培管理で努力した分の成果は個人に帰属するとい
う仕組みである。員外からも作業受託も受けて
いた。生産組合への利用権設定面積5.3ha（小作
料は25,000円／10ａ）、全作業受託面積34～35ha、
部分作業受託が刈取を中心に延べ12～13ha、育苗
1万箱というのが経営実績である。転作は各人の
自家菜園80a、里芋栽培40～50a、露地菊栽培70a、
施設ハウス面積100aで、残った約6haを生産組合
が大麦とそばを栽培して対応していた。自家菜園、
里芋、露地菊、大麦・そばはまとめて転作団地と
し、4年に1回で回るようなブロックローテーショ
ンを組んでいた。転作奨励金は地主の取り分とな

表7　標準小作料の推移（大野市）

資料： 大野市内部資料より作成
 注１：2010年以降は賃借料情報の値。
 注2：中山間地のデータは2008年から。
 注3：2011年以降山間地のデータは5件
 未満のため記載なし。
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り、生産組合に入ってくるのは収穫分の販売収入
だけである。このほかトマトの水耕栽培を行って
おり、この施設面積が30aある。農作業受託と水
耕トマトによって生産組合の経営は成り立ってい
る。農作業受託は専従者2人と季節オペレーター4
人を中心に行われていた。育苗時には20～30人の
出役を得ている。水耕トマトには女性パートを5
人雇っていた。
機械装備状況は、47psトラクター2台、48psト
ラクター1台、6条植乗用田植機3台、6条刈コンバ
イン2台、5条刈コンバイン1台、乾燥機60俵6台、
30俵2台、育苗用パイプハウス17棟、ロックウー
ルハウス1,500㎡ 3棟などであった。
作業料金は、秋起こし3,000円、春起こし2,000
円、代かき6,000円、田植5,000円、刈取14,000円、
乾燥調製1,500円（1俵あたり）で、農作業標準料
金よりも低い水準に設定されていた。賃金は、専
従者が月給35万円（ボーナスなし）、オペレーター
出役賃金14,000円、一般作業が男性10,000円、女
性7,000円だった。専従者2人には出役賃金は支払
われていなかった（月給35万円の固定給）。
③生産組合の展開過程
―オペレーターの絞り込み、複合部門の導入―
1973（昭和48）年：圃場整備で30a区画になり
個別農家での機械の更新が進む。トラクター13台、
田植機15台、コンバイン20台が導入されたが、機
械の過剰投資が問題であった。当時の転作は葉タ
バコ栽培で対応していた。
1983～1984（昭和58～59）年：葉タバコ栽培中
止に対し補助金（17万円／10ａ）が支給されため
栽培面積が減少する。その一方で転作率が上昇し、
転作対応が問題となった。
1984年（昭和59）年：県単集落農業推進事業の
指定を受け、推進員6人を選出し、先進地の視察
研修を行う。補助金の受け皿として任意組合とし
て新河原生産組合を設立する。
1985（昭和60）年：集団転作で里芋栽培を開始
する。共同作業・共同出荷体制で対応。この頃か
ら機械の過剰投資を避けるため組合一本で農作業
を行える体制を築いていこうという気運が高ま

る。年末から大型機械の共同利用の話し合いを開
始。生産組合のリーダーがリーダーシップを発揮
する。「集落を一体化して無駄なコストをかけな
い農業ができるような体制にもっていかなくては
ならない」「集落には農作業を引き受ける人がい
るのだから、集落の農地は集落で守り、集落の人
の所得を高めていく体制が必要だ」という信念の
下、機械の共同利用組織としてスタートすること
が決まる。
1986（昭和61）年：個人所有していた機械（ト
ラクター12台、田植機10台、コンバイン20台）を
全て処分。下取り価格が最も高かった農協に売却
する。代わりに県単集団高生産性農業施設等整備
事業（３分の１補助）でトラクター、田植機、コ
ンバインを3台ずつ導入する。補助残の8割は近代
化資金を借りて対応する。残りの2割は機械利用
料金を徴収して支払いにあてた。この時点では農
業機械の共同利用組織的な性格が強く、オペレー
ターの数も多かった。
1988（昭和63）年：個人および共有の乾燥器、
籾摺機を処分して乾燥調製施設（ミニライスセン
ター）を建設。地域農業拠点整備事業（国庫補助
事業）を使う。この時にオペレーターを5人に絞
り込む。
1992（平成4）年：JA経由の補助金で育苗ハウ
スを建設。生産組合に苗を供給する計画だったが
実現せず（個別農家育苗のまま）、JAから委託を
受けた育苗をしている。育苗後にテッポウユリや
小菊を栽培したがうまくいかず2年ほどでやめて
しまう。
1996（平成8）年：農事組合法人となる。出資
金を1戸あたり30万円ずつ集めて資本金600万円で
スタートする（実際は任意組合時代に貯めてあっ
た資金を充てる）。この時に専従者を２人に絞る。
1988年に5人に絞り込んだオペレーターのうち1人
が専従者となる。もう1人の専従者は農外からの
Ｕターン。以前からのオペレーター4人のうち1人
は高齢のためリタイアしたが、3人は季節オペレー
ターとして働いていた。専従者には月額35万円の
給与を支給する。
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1997（平成9）年：農業経営育成支援コンサル
タント活動のコンサルを受けてトマトのロック
ウール養液栽培を開始。冬季の就業機会を確保し、
従業員に給料を支払うことが目的。
このように徐々にオペレーターを絞り込むとと
もに、複合部門を導入することで所得確保を図る
ことで専従者を置ける体制を確立していったので
ある。
④今後の展開―作業受託組織の限界に直面―
　「利用権設定や員外からの作業委託が増えて
いる。あと10haの拡大が限界。現在の作業規模
は既に50haに達している。60haが限界。米価が
下がっているので小作料を支払って農地を借りる
よりも作業受託の方が割がいい。利用権設定が増
えると肥培管理が大変。これ以上管理面積が増え
ると専従者を増やさなくてはならないが、給料を
支払うことができなくなってしまうのでそれはで
きない」という話であった。
当時の専従者2人の意見は次のようなもので
あった。「作業受託であればまだ受けられる。現
在田植35ha、刈取48haだが、まだ増やせるはず。
ただし、半径2km以内が限界。転作が増えている
ので作業受託面積が減り、収入が減っているのが
悩みの種。トマトは市場へ直接出荷しているが値
段の変動が激しくて大変。手間賃を稼ぐのがやっ
とという状態。今年度のトマト部門は赤字で、農
作業受託部門で補填しているという状況にある。
しかし、トマトがなければ2人を専従者として抱
え込むのは難しいのも事実。米を組合で売ってい
くという手もあるが、それには肥培管理までやら
なくてはならない。それには人を増やさなくては
ならないがそれはできない。小作料を払って農地
を借りてやっていくのは難しい。刈取面積で70ha
が規模拡大の上限。稲が晩生であればもう少し面
積を伸ばせるが、品種の選択は地主次第なのでそ
うはならない。作業受託のため地主の圃場ごとに
乾燥調製作業を行わなくてはならないことも規模
拡大を阻害している」ということで、作業受託組
織の限界に直面していた。
(1-2)2014年現在の状況

①集落の概況―15年前と変わらず―
集落はほとんど変化していない。現在の集落の
農家数は21戸である。1戸は農地を所有している
ものの戦前から貸し付けているので実際の農家に
はカウントできない。2戸は自作を継続している
ため、この3戸を除いた18戸が新河原生産組合の
構成員である。
②経営概要―経営面積は変化せず、水耕トマト
からこんにゃく加工へ―
表8が構成員の状況を示したものだが、生産組
合の利用権を設定している農家が10戸、田を自分
で管理している農家が８戸（生産組合への機械作
業委託となっている）である。田を自分で管理す
る者は水管理のほか畦畔草刈りを年に３回行うこ
とが義務づけられている。利用権設定は10年契約
で小作料は15,000円／10ａである。作業受託料金
は農作業標準料金を適用している。
「現在、４集落へ出作しており合計38.3haの水
田を経営している。最大時は作業受託を含めて
45haあった。そこで刈取の時期を遅らせるため…
2001年から直播を導入している。出作している先
の集落に営農組織ができるとそこに農地を戻すこ
ともある。生産組合が全てを管理している水田は

表8　新河原生産組合の構成員

資料： 新河原生産組合内部資料
注1： ○は生産組合への利用権設定者
注2： ×は田の管理を自分で行う者
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21～22ha。これから集落内での利用権設定が増
えることになる」とのことで、水田作業面積はそ
れほど変化することなく、作業受託が利用権設定
に徐々に切り替わって現在に至っている。
機械装備は、トラクターが63ps（リース）、
48ps（県単事業）、23ps（自己資金）の３台、田
植機が8条植乗用1台（自己資金）、直播用の播種
機１台、コンバイン６条刈×2台（１台はリース）、
乾燥機8台（60俵×6台・40俵×2台）である。ト
ラクターのうち１台が大きなものとなり、田植機
が１台減って播種機に代わり、コンバインが１台
減ったというのが15年前との変化である。機械投
資が絞り込まれたと考えてよい。
経営内容は水稲がコシヒカリ20ha（直播５ha、
移植15ha）、酒米２ha、モチ米１～２ha。転作は
大麦・そばが８ha。米の販売は代金回収の問題
があるのでJAに出荷している。トマトの水耕栽
培は中止し、2002（平成14）年からこんにゃく芋
の栽培と加工を開始している。生芋100％のこん
にゃくという事例は全国的にも少ない。倉庫の一
部を加工工場に改修した。かつては1,800万円の
売り上げがあったが、現在も1,000万円は切って
いない（600円／ kgで販売）。こんにゃくは注文
を受けてから加工・製造して出荷する。生産組合
のおおよその収入は、米2,000万円、こんにゃく
1,000万円、農作業受託1,000万円で合計4,000万円
である。
年間250日出役している構成員は3人だが（前掲
表8）、15年前のように月給制の専従者を固定する
ことはしていない。ただし、機械が大型化してい
るので誰でも乗れるわけではなくなっている。機
械作業のオペレーターは２～３人に固定するよう
にしている。
③現在の経営について―現行の体制は限界か―
詳細は不明だが、水耕トマト栽培を中止し、
2013年には田の管理に支障をきたして経営的に打
撃を受けるなど、近年はあまり芳しい状況にはな
いように感じられた。オペレーターの絞り込みは
されているものの、以前のような月給制の従業員
による経営ではなく、他産業従事者並みの生涯賃

金に見合う農業所得を実現した農業専従者を確保
した農業経営に最も近い位置にいたかつての状況
にはない。「全面受託が増えるとこちらの負担が
大きくなる。米価も下がっているので機械作業受
託のままの方がいい」とのことで米を積極的に販
売していくような経営に転換することはなさそう
である。
現状については「生産組合が上手くやってきた
から集落が過疎化していく。生産組合に任せてし
まえばいいということになってしまう。農業は自
分のものという意識がない。土日でないとできな
い人がほとんどで、前よりオペレーターを集める
のが難しくなっている。田を預けてしまって草刈
りもしてくれない。昼間は出てきてくれない。田
の管理に出てくる人も減った。そのため草刈りを
シルバー人材に頼んでいる。農業はサラリーマン
的な考え方ではやっていけない。新河原は長寿の
人が多い村で、元気な年寄りが多い。そのため経
営を変えていくことができなかった。これからは
人を減らして出役を重視する制度にしていかない
といけない」と話していた。作業受託組織から農
地を借りて経営を行う組織への転換を徐々に進め
てきたが、思うような成果をあげることができて
いないということのようだった。

　（２）阿難祖領家生産組合

（2-1）2000年当時の状況―全戸出役による協業
経営を実現、専従者確保へ思案中―
①集落の概要
集落は28戸で全戸が農家で農地を所有してい
た。うち1戸の独居老人世帯を除く27戸のうち24
戸が生産組合に加入していた。集落の耕地面積
46.7haのうち34.8haを組合が耕作していた。
②経営概況
―35haの水田経営、全戸出役が原則―
水稲は酒米12ha、コシヒカリ８ha、モチ米7.7ha。
残りの７haは転作。転作は全て大麦・そばで対
応していた。転作奨励金は全て生産組合の収入と
なる。
水稲の苗は全てJAから購入し、それを育てて
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使っていた。出役賃金は自給支払で男性1,500円、
女性1,000円。オペレーターも同じ金額である。
全戸出役が原則で、所有面積10ａあたり2.5人日
の出役が義務付けられていた。全く出役しない農
家が1戸だけあるが、そこは高齢者の母と娘の2人
暮らしの世帯である。最も出役する人でも年間20
日程度と多くはない。オペレーターの絞り込みは
進んでいない。組合長が年額50,000円の報酬でマ
ネジメントに従事していることが組合の運営を円
滑なものにしている。
経営内容だが売り上げは4,000万円以上。地代
配当は10aあたり31,000円を確保していた。組合
長は「今後は労務費を上げて出役者の取り分を増
やしていきたい」と話していた。作業時間の短縮
でも大きな成果を上げており、10aあたりの稲作
労働時間は15.1時間にまで短縮されている（1992
年実績。普及センター調べ）。
主な機械装備はトラクター33ps、46ps、53ps、
60psの4台、6条植乗用田植機3台、コンバイン5条
刈1台、6条刈2台、乾燥機80俵用4台、籾摺機6イ
ンチ1台、育苗用ビニールハウス17棟など。53ps
トラクターと6条刈コンバイン1台以外は全て補助
事業で導入した。
③生産組合の展開過程
―補助事業を活用して機械の集約化を図る―
1983（昭和58）年：県単集落営農推進事業の第
1号となる。組合長は「個別の経営がどれだけ経
営的に割に合わないか」を訴え、集落営農のメリッ
トを強調して合意をとりつける。「サラリーマン
農業」による１集落１農場制を目指す。
1984（昭和59）年：生産組合を設立。個人所有
機械を全て処分。補助事業を最大限に活用して機
械を新たに購入する。組合員が所有していた機械
のうち22psトラクター、4条植乗用田植機、4条刈
コンバインは生産組合が購入。このほかに33psト
ラクター、5条植乗用田植機、5条刈コンバインを
購入し、2セット機械体系で営農を開始する。取
得総額6,800万円のうち補助金は4,000万円。補助
残は参加農家が所有面積に応じて負担した。
④今後の展開―専従者を確保したいが踏み出せ

ない―
「自分たちの農地は自分で守ろうというのが基
本方針。専従者を確保できなくてもいまの体制で
農地を守っていくことはできる。息子さんが同居
している家も多いので頭数は足りている。世代が
変わっても農業をして農地を守らなくてはなら
ないという意識は続いている。24戸のうち３戸
は親１人子1人の世帯だが、それ以外の家は大丈
夫。しかし、出来れば県の農業大学校あたりを出
た新しい人に任せていきたい。農業専従者を中心
とした組織に転換していきたいが、1時間1,500円
の賃金を貰って出役している方が気楽なためか、
若い人はなかなかやってくれそうにない。専従者
候補は2人いるが、専従者を確保するためには600
万円の所得を2人分確保してやらなくてはならな
い。これを生み出すことができるかどうか。地
代配当は27,000円以下にはしたくないが（この金
額は標準小作料の20％上乗せ金額）、仮に地代を
21,000円にまで下げた場合、現在が31,000円なの
で10,000円×348（10a）＝348万円の収入を確保
することができる。これに労務費579万円全てを
足した場合、合わせて900万円少しの金額になる。
しかし、これでは人は雇えない。あと300万円を
どう稼ぐかが課題。米の独自販売では難しいだ
ろう。現有の機械施設で60haまでこなすことが
できるのでとりあえず員外からの作業受託面積を
増やしていくのが1つの手だが、現在の全戸出役
体制のままで出作で作業受託を行うことはできな
いし、専従者を雇ってから作業受託面積を徐々に
増やしていくというわけにはいかないだろう。新
河原生産組合のように何か複合部門を入れていか
ないと専従者は雇えないだろう。しかし、そのリ
スクが高くて動けない状態にあるというのが現状
だ」というのが当時の組合長の話であった。
（2-2）2014年現在の状況
―米の独自販売、酒米・モチ米生産の拡大―
①構成員の状況と法人化
集落にはまだ個人で水稲を作っている人がいる
ため規模拡大は進んでいない。
24戸の構成員に変化はみられなかったが、2012
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（平成24）年に1人が亡くなり、その家がなくなっ
たため現在は23戸となる。亡くなった方からは利
用権設定をして農地を借りている（88ａ）。現在
の構成員と生産組合への利用権設定面積等は表9
に示した通りである。出資口数に違いがあるが、
これによってオペレーターが絞り込まれているわ
けではない。「機械に乗ってくれないか」と声を
かけ、「市単独事業を活用して大型特殊免許をと
れる人にはとってもらった」とのことである（18
人が大型特殊免許の保有者である）。

2010（平成22）年に1月に法人化して農事組合法
人となった。これがこの間の大きな変化である。
この時に構成員との間に10年契約で利用権を設定
した。「それまで縁故米販売に取り組んできており、
組合員が米を販売していた。阿難祖米のコシヒカ
リを銘柄として販売していこうと考えていた。法
人化を契機に生産組合として本格的に米を販売し
ていくことになった」というのが組合長の話であ
る。販売に力を入れるための法人化であった。

これは現在の組合長が果たしたリーダーシップ
が大きい。庶務会計をしていたが2006（平成18）
年に組合長となり、ここからブランド米化を進め
て米を売っていく動きがスタートする。2010（平
成22）年には福井県レベルアップコンテストで最
優秀賞を受賞する。この法人化した年に乾燥機４
台、籾摺機、色彩選別機、粒選別機を各１台導入
している。
②経営概要
以前と同様、全戸出役による完全協業経営であ
る。オペレーターの固定化は極力避けている。た
だし、作業精度が求められる田植については5人
に固定している。農作業は作成された計画に基づ
いて行われ、出役日は組合員の予定を聞いて調整
が図られている。
経営面積は水稲がコシヒカリ13.4ha、五百万石

（酒米）6.3ha、モチ米9.4haで計29.1ha、六条大麦（種
子用）・そばが６haである。ねぎも栽培している
が、土質が粘土質なため園芸は難しい。大麦転作
は連作障害があるため2年サイクルで回している。
販売については次のように話していた。「コシ
ヒカリは18,000円／俵で販売している。田に合っ
た米作りを目指している。倒伏しないように肥料
を抑えて作っているので反収は伸びない。モチ
米は13,000円／俵で販売している。モチ米の収量
は安定しており、需要も一定量あるのだが、価格
変動が激しいのが難点。かぐらもちは2012（平成
24）年から栽培を始めた。東北から米が来なく
なった市内のあられ屋に供給している。五百万石
はJAを通した契約で一本義酒造に販売している。
酒米については買い入れ制限があるため作付面積
は減少している」とのことである。販売は組合長
を中心とした役員の3人が担っている。　
売り上げは、米がトータルで3,700万円、大麦
が270万円、そばが100万円で4,000万円前後であ
る。これに1,000万円近くの各種の交付金や補助
金が加わる。構成員には出役賃金のほかに、圃場
管理料（水管理と畦畔草刈り）として10,000円／
10ａと地代配当として30,000円／10ａの計40,000
円／10ａが支払われる。このように出役が義務付

表9　阿難祖領家生産組合の構成員

資料：阿難祖領家生産組合内部資料
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けられているとはいえ土地に対する配当は高く、
2012（平成24）年までは圃場管理料と合わせて
45,000円／10ａが支払われていた。
主な機械装備は、75psクローラー型トラクター
３台、８条乗用田植機２台（ともに自己資金）、
６条刈コンバイン２台、５条刈コンバイン１台（い
ずれも自己資金）、乾燥機80俵４台（全て自己資金）
となっている。以前と比べてトラクターと田植機
の能力が拡大して台数が減っている。
③現在の経営について
―むらのまとまりを強調―
阿難祖領家生産組合は、他産業従事者並みの生
涯賃金に見合う農業所得を実現している農業専従
者はいないが、かなり安定した経営を実現してい
る。機械の更新も借入金を起こしながらも自己資
金で対応しており、1,000万円近い農業経営基盤
強化準備金を積み上げている点も評価できる。
こうした経営について組合長は次のように話し
ていた。「オペレーターも一般作業も時給は男性
1,700円、女性1,500円で統一している。組合員の
人たちに働いてもらわないと生産組合はやってい
けない。そのため出役する人たちにお金を支払お
うという雰囲気が生産組合にはある。23戸のうち
４戸には生産組合の作業に出役してくれる後継者
が確保されている。個人所有の機械はないので生
産組合が倒れてしまっては困る。米の販売は役員
の担当だが、3人が一緒に営業に行った場合は1日
1万円（半日５千円）の日当が出るが、そうでな
い時（１人で営業に行ったような場合）は無給と
なる。全てをお金に換算していては組合はやって
いけない。この生産組合はタテのつながりがある
ことが大きい。20代～60代までが同じ話ができる
関係が築かれている。むらの行事も多い。むらは
寺もばらばらで親族関係でまとまっているわけで
はないが、社会的な結束が強い。“むらの農地を
むらで守る”という経営理念が共有されている。
特定の人たちだけの組織になっていない。全員に
居場所があり、全員に役がある。生産組合の作業
に出役しているのでむらの全員が顔見知りであ
る」とのことである。むらとしてのまとまりの強

さが阿難祖領家生産組合を安定した経営にしてい
るということのようだ。

　（３）佐開複合生産組合

（3-1）2000年当時の状況
―存続の危機を迎える―
①集落の概況―集落の全農家の参加―
集落の世帯数は42戸、水田面積は40ha。農家
は41戸で全戸が生産組合に参加していた。ただし、
水稲作付農家は35戸で、６戸は生産組合に農地を
預けている。この農地を生産組合は「直営田」と
呼んでいる。
②設立理由と当時の経営概況
佐開複合生産組合が設立されたのは1979（昭和
54）年と古い。水田転作を行うための組織として
設立された。また、農業をすることができなくなっ
た人の田を管理するという目的もあった。県単事
業で機械施設を一通り揃えてスタートする。基本
的には農作業受託組織である。個人所有の機械の
処分を迫ることはなく、個人が機械を所有して作
業している部分も残されていた。
1999（平成11）年度は直営田６ha，作業受託
延べ52.7haで水稲作面積は25ha以上であった。転
作はそば５ha、レンゲ３ha、自家菜園２haの計
10haで対応。これを４年で１回のブロックロー
テーションで回していた。転作奨励金は組合の収
入となっていた。
機械施設等は、トラクターが42ps、37ps、18ps

（里芋のマルチ張り用）の３台、４条乗用田植機
と５条乗用田植機が各１台、４条刈コンバイン３
台、育苗用ビニールハウス５棟、資材保管庫など
であった。乾燥調製はJAのカントリーへ委託し
ていた。
作業料金は、耕起6,500円、代かき7,500円、田
植6,000円、刈取15,000円、施肥1,500円、里芋耕
起1,500円、里芋畦立・マルチ掛け2,500円などで
あった。直営田の小作料は10ａあたり1俵であっ
た。出役賃金は、一般作業が男性1,500円、女性1,200
円、草刈が男性1,750円、女性1,450円、オペレーター
2,200円であった。
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③今後の展開
「生産組合は崩壊寸前にある。しかし、まだ機
械や施設の借金が残っているので潰すに潰せな
い。何とかしなくてはならない。15人のオペレー
ターがいるが主力の６人はみな65歳以上の高齢者
で限界が生じている。兼業農家の半分は日雇兼業
だったため、50代以上を中心にオペレーターを何
とか確保できていたが、それも限界に来てしまっ
た。若い人はみな会社員ばかり。兼業農家が完全
に農業から足を洗ってしまう。オペレーターを何
とか育てていかなくてはならない。リーダーも２
年交代でリーダーシップを発揮できていない。オ
ペレーターをはじめとして実際に農作業をする人
がいなくなっている。組織立ち上げ時のリーダー
が高齢化して引退してしまったことも大きい。集
落を何とかしなくてはならないという強固な意識
がリーダーには必要。こうした意識を持つリー
ダーが育っていないことも生産組合の危機を招い
ている。佐開集落は中山間地域等直接支払制度の
対象地域なのだが、若い人は面倒だからやりたく
ないという人ばかりという点にも集落の状況が端
的にあらわれている。農村とはいっても、街中の
アパートと全く同じ状況だ。農業・農地を共通項
として地域を立て直していきたい。農業から足を
洗いつつある農家を自作農として復活させたい」
という状況であった。しかし、こうした危機的状
況であったにもかかわらず、その後、15年が経過
しても佐開複合生産組合は存続していた。次のそ
の現状をみることにしよう。
（3-2）2014年現在の状況
①集落の概況
世帯数40戸。家があっても住んでいない人がい
る。40戸のうち39戸が生産組合に参加している。
水田面積40haで変化はない。春先の江ざらいに
は40戸全戸が出役することになっている。5,000
円の出不足金を徴収する。参加率は９割以上。夏
の農道整備も全戸が出役することになっている。
むら仕事は何とか続いている状況にある。
②経営概要
生産組合の直営水田は9.6ha（コシヒカリ3.6ha、

モチ米6.0ha）で、これにブロックローテーショ
ンでの転作がそば6.5ha、大麦3.7haとなっている。
水稲の作業受託は延べ25haで直営田と合わせた
水稲作業面積は29ha近くになる。生産組合は法
人ではないので利用権は設定できないが、水管理・
畦畔の草刈り・田の草取りをしてくれる人には
10,000円／10ａ、この作業ができない人には5,000
円／10ａを小作料として支払って農地を借りてい
る。中山間地域で耕作条件が悪いため5,000円／
10ａでも高いという話になっている。直営田がこ
れ以上増えると運営が大変になってくると話して
いた。転作水田に小作料は支払っていない。員外
からの作業受託はない。
売り上げは米が634万円、そばが52万円、大麦
が23万円で計700万円、作業受託収入は260万円、
戸別所得補償などの交付金が600万円、その他の
収入200万円弱で1,700万円近くになる。ここから
出役賃金やカントリーエレベーターの利用料金、
機械購入の償還金を支払っても毎年600万円近い
繰越金を残すことができている。「転作水田を無
料で借りて、戸別所得補償の交付金は組合の収入
となり、収穫物も組合のものとなっているので組
合費は徴収しないで済んでいる」とのことであっ
た。生産組合は資金的に何とか再生産されている
としてよい。
主な機械はトラクターが53ps、41ps、20psの３
台、６条植乗用田植機が２台、６条刈コンバイン
と５条刈コンバインが１台ずつである。乾燥調製
はJAのカントリーエレベーターと大型農家に委
託しているため乾燥機や籾摺機はない。以前と比
べてコンバインが１台減ったが、全般的に大型化
しており、２セットを揃えていることに変わりは
ない。
③現在の経営と今後について
―むらの立て直しができるか―
生産組合が厳しい状況に置かれていることは以
前と同様である。「生産組合が現在引き受けてい
る水田をまとめてやれる人はいないか、生産組合
の機械を使ってもらって構わないのでどうか、と
声をかけているが手が挙がってこない。このむら
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の人は別のむらの人に田を耕してもらうのを嫌
う。自分の土地に対する執着が強い。以前、市内
の大規模経営が佐開の農地を借りに来たが、耕作
条件が悪いので転作用の麦作水田として使いたい
と言われて話が折り合わなかったことがある。そ
のため自分たちで水田を守っていくしかない。畦
倒しをして１枚あたりの圃場を広くする工事を自
力でやっていく。だが、70才すぎの独り暮らしの
人たちも亡くなるまでは生産組合に頼むというこ
とにならない。農作業ができない人、できてもや
る気のない人たちを外して、やれる人、やりたい
人たちだけで農地を集積してやっていくしかな
い。そうならなければ法人化という話にもならな
い。このままでは法人化したとしても後継者がい
ない。実際に農作業することができる人がいない
まま、法人がしなければならない作業だけが増え
ることになってしまう。法人化する場合も農事組
合法人にはしない」と話してくれた。
獣害も大きな問題で、これにはむらぐるみでの
対応が必要である。「ここは獣害が多い。放って
おくと農産物の収穫ができなくなってしまう。河
川が雑木で覆われており、そこに猪が住んでいる。
そこから猪がやってきてしまう。電柵を張り巡ら
せた。40戸全戸に声をかけて休日半日を使って穴
を掘って支柱を建てた。７割の世帯が参加した。
その後も周辺の除草など電柵の維持が大変。草が
伸びると電気が流れてしまって使えなくなってし
まう」とのことである。そのため個別経営だけで
佐開集落の農地を守っていくのは難しい。
最終的にはいまのむらのあり方を変えなければ
ならないようだ。「むらの行事をしっかり行い、
集会には若い人に出席してもらうようにしてい
く。ここから市役所まで車で15分。むら仕事をや
めたら人がむらに残る理由がなくなってしまう。
3月12日と9月12日の祭りは変えずに実施してい
く。田が放っておかれるということは集落が放っ
ておかれるということを徹底したい。これまで年
輩の世代が農業を支えてきたが、それが農業を悪
くしてきた面がある。今の若い人たちは農業機械
に乗る機会に恵まれてこなかった。初めて機械に

乗れば不慣れなので機械が傷むのは仕方がないの
に集会で文句を言われてしまう。そのため集落営
農に協力しない方がいいということになってし
まっている。これを変えていかなければならない。
若い人たちに農業のいいところをみせて、教育を
していかなければならない」とのことであった。

　（４）庄林営農組合

（4-1）2000年当時の状況
―収穫・乾燥調製作業の受託組織―
①集落の概況―個別経営の担い手との並存―
庄林集落は世帯数69戸、うち農家は49戸、水田
面積57haの集落であった。このうち25戸は集落内
の担い手経営に農地を貸し付けており、その担い
手の集落内での経営面積は24haに達していた（全
体の経営面積は30ha以上）。10戸（16ha）は個人
で稲作を行い、残りの13戸（17ha）が営農組合
に参加していた。農地集積という点ではむしろ個
別経営への集積が進んでいる集落であり、それに
反旗を翻したという格好になっていた。
②経営概況―コストダウンのための作業受託組
織としてスタート―
営農組合設立は1994（平成６）年８月である。
国庫補助事業でミニライスセンター（60俵４台、
40俵１台）を建設し、県単事業で５条刈コンバイ
ン２台を購入してスタートした。「コンバインの
経費が高いのでこれを下げたいというのが組合の
出発点だった。米価が下がってきており、個人で
作っていては割が合わなくなっていた。米価が
10,000円／俵になってもできるような体制を築き
たかった。集落内の担い手農家の息子さんが将来
的に農業をする可能性はないという判断をした。
個人に任せておいたのでは永続性という点で不安
が残る。営農組合に任せた方が安心。担い手農家
の人も歳をとってできなくなったら頼みたいと話
している」という説明が組合長からあった。設立
時に組合員から権利金として１戸あたり３万円を
徴収しているが、出資金扱いではない。
組合長ともう１人の組合員が6条植乗用田植機
を１台ずつ営農組合に無償で貸し出しており、こ
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れを組合員は無償で借りることができる。自分で
田植ができない場合は営農組合に頼むこともでき
る（4,700円／10ａ）。ただし、トラクターは個人
所有で耕起・代かきは個人で行う。肥培管理も個
人に任されている。刈取作業の受託料金は15,000
円／10ａ。乾燥調製も組合が一手に行う。転作は
個別対応だが、将来的には営農組合として対応し
ていきたいとしていた。
作業請負面積は30ha。このうち員外からの受
託が13haある。営農組合設立時点で既に員外か
らの受託面積は５ha程度あった。この組合の料
金が安いので頼みに来るようだ。刈取作業を中心
とする作業受託収入が700万円、ここからオペレー
ター賃金100万円などを支払い、借入金を返済す
ると200万円くらいの余剰が生まれている。この
余剰金は機械更新のため全額積み立てている。た
だし、2000（平成12）年度はコンバインを更新し
たため余剰金は0だった。出役賃金は日給（８時間）
で、一般作業が男性10,000円、女性8,000円、オペ
レーター賃金は16,000円、籾摺り10,000円、乾燥
調製6,000円となっている。
③今後の目標―儲けを必要としない兼業農家を
支える組織を目指す―
営農組合の目標と今後については「米価が
10,000円／俵になってもできるような体制を築い
ていきたい。機械も一通り揃えて全て集落内で完
結するような方向にゆくゆくは持ていきたい。生
産組合は米作りで生計を立てようというものでは
ない。利益は残らなくても構わないというのが基
本的な考え方。兼業農家は儲けを必要としないか
ら米価低落にも耐えていける。専業農家は米を
作って売って儲けなくてはならないので米価低落
に弱い。兼業農家集団で農地を守っていく方がい
いと判断している。ただし、まとめ役がいないと
大変なことになってしまう。兼業農家集団をまと
められるだけのリーダーがいるかどうかがポイン
トとなってくる。リーダーが亡くなってしまうと
次に継承していくのが難しい。これが兼業農家集
団の難点だ」と話していた。
（4-2）2014年現在の状況

①集落の概況―個別経営への貸付が進む―
以前から10戸以上減少し、現在は56戸になった。
福井市、大野市、県外などへ他出したまま帰って
こない人たちがいたため減少した。３軒の家が取
り壊された。近くの50ha規模の農家に農地を預
けて出て行ってしまう。農家は42戸で、このうち
27戸はこの大規模経営に農地を預けている。自作
している農家が３戸おり、残りの12戸が営農組合
に参加している。以前と比べて１戸少なくなった。
営農組合から抜けた農家は農地（１ha）を売却
して離農したが現在も集落内に住んでいる。この
農地は他の集落の人が購入し、前出の50ha規模
の農家が借りている。営農組合が行うのは稲作だ
けで、転作水田は大規模農家に貸し付けている（庄
林集落は転作のブロックローテーションを実施し
ており、転作水田は大麦・そばが作付けられる。
営農組合には5,000～6,000円／10ａの小作料が入
る）。
②経営概況―共同作業部会の立ち上げ―
JAから委託を受けている育苗と稲の収穫～乾
燥調製の作業受託の２つが主な業務内容である。
2011（平成23）年に田植機が導入され、共同利用
が開始されたが、田植作業の受託は行っていない。
育苗は2,000枚少しで150万円前後、秋作業の受託
は員内10.9ha、員外8.6haで500万円前後の収入と
なる。これに田植機の貸し出し料等が加わる。こ
こから出役賃金や機械購入借入金の返済などを差
し引いて多少の余剰金が出ており、それが年々積
み上がって現在は900万円近くになる。ただし、
こうした資金はこれまで機械の更新に充てられて
おり、今後も営農組合が継続する限り、そのよう
に使われる予定である。
主な機械装備は、６条刈コンバイン１台、５条
刈コンバイン１台、８条植乗用田植機１台、乾燥
機50俵４台、20俵１台、籾摺機１台、水稲育苗用
ハウス7棟である。乾燥機は国庫補助事業で導入
したが、それ以外の機械は自己資金での購入であ
り、購入時に借入金を起こし、それを返済すると
いう方法で対応してきた。そのため出資金を集め
たり、組合費を徴収したりはしていない。作業料
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金は農作業標準料金よりも少し低めに設定してお
り、刈取は13,000円／10aである。米を自分たち
で販売していくのは難しく、全量をJAに出荷し
ている。
新しい動きとしては、2009～2010年の２年間を
かけて検討した結果、営農組合の中に共同作業部
会が2011（平成23）年に立ち上げられたことであ
る。組合員12戸のうち、家族員数が多く自力で稲
作ができる３戸を除く９戸で結成された。この9
戸は育苗から刈取・乾燥調製までの全作業を一緒
に行っている。高齢化で作業ができない農家が増
えてきたことがその理由である。子どもたちは他
出している80代の高齢夫婦世帯が４戸もいる。
「それぞれができる仕事をしてもらう。苗をみ
てもらったり、補植をしてもらったり、稗取りを
してもらったり、水管理をしてもらったりなど。
常時出役できるのは４人くらいだが、機械作業は
３人いれば大丈夫。乾燥調製も運搬した人がやれ
ば何とかなる。水稲８haくらいであれば２～３人
いればやっていける。全員参加でやっていく。時
給は1,000円。労賃と資材費を減らす。春の田植
が５日間で、これが１日８時間の仕事だが、それ
以外は１日数時間の出役でよい。秋作業は営農組
合への作業委託になる。昨年（2013年）は10ａあ
たり49,000円の手取りとなった。今年は40,000円
を目標にしている。個人で機械をもってやるより
ははるかによい。高齢者も田を休ませることなく
作ることができて喜ばれている」とのことであっ
た。
③今後の経営について
共同作業部会を立ち上げたが、「後継者不足の
ためこのあとが続くかどうかが心配」という状況
にある。「高齢者夫婦世帯４戸のうち３戸は息子
さんが同居しているが、この息子さんたちが農業
を続けるかどうかは分からない。土・日に手伝っ
てほしいと頼んでも出てきてくれない。春作業で
１～２日、秋作業で２～３日の出役がやっととい
うところ。米糠をつめたり、運んだりする仕事は
してくれない。“お父さんが出来なくなったらや
めておくれ”というところが多い」と話していた。

営農組合自体の存続も危ぶまれる。「現在の組
合長（64歳）が３人目で、会計担当（61歳）と一
緒に支えているが、この次の世代がいない。“あ
と1年でも1年でも”ということでここまで何とか
やってきた。また、機械施設の入れ替えをどうす
るか。コンバイン、乾燥機、籾摺機を１台ずつ入
れ替えていきたいが…。コンバインの償却は終了
している。修理しながら使っているが、買い換え
る目途が立たない。乾燥機は秋の稼動期に修理・
点検が必要で修理代が嵩んできている。５～６年
前に買い換えの話があったがそのままになってし
まった。乾燥機を1台200万円、籾摺機を1台300万
円で入れ替えようと思っていたが、なかなか踏ん
切りがつかなかった。戸別所得補償が半分になり、
米価も下がってしまう。10,000円／俵を切ると苦
しい」という状況にあり、「農地をまとめてJAか
大型農家に預けなければならない時がくるかもし
れない。先代と先々代の組合長たちにはそうした
話をしてはいる。60代が4人では苦しい」と話し
てくれた。

おわりに
2000年当時、調査結果から集落営農の発展につ
いては次のような結論をくだしていた。「福井県
大野市では、集落営農によって農業専業で自立す
ることができるだけの農地面積が集積されている
ケースが比較的多く、それを基盤に組織経営体が
展開している事例が１つではあったが確認するこ
とができた。他の集落営農も、この事例を目標に
オペレーターの絞り込みと専従者確保に向けて努
力しているがなかなか思うようには進んでいな
い。そういう意味では集落営農によって農業専業
で自立することができるだけの農地面積を集積す
ることは、それが効率的かつ安定的な農業経営へ
の移行のための必要条件ではあっても必要十分条
件ではないということを意味している。集落営農
が組織経営体へと移行するためにはさらなる条件
が必要とされているようだ。ここではそれは複合
部門の導入による周年就農体制の確立であった。
新河原生産組合はこれによって2人の農業専従者
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の確保に成功を収めている。一定面積以上の農地
集積に加え、周年就農あるいは追加的所得を確保
する場としての複合部門を付け加えていくこと
が、集落営農を経営体に発展させていくための対
策のポイントとなっているというのが大野市にお
ける実態調査の結論である」（注６）。
これと同様の方針を福井県は打ち出しており、
今回の調査結果でも、必要とされる農地集積面積
が大きくなっていることを除けば、当時の問題認
識と基本的に変わるところはない。ただし、４つ
の集落営農が歩むだろうと当時予想した道筋―新
河原生産組合は規模拡大と複合部門の充実による
一層の経営発展、阿難祖領家生産組合は全戸出役
型からオペレーターの絞り込みを通じた農業専従
者の確定、佐開複合生産組合と庄林営農組合は集
落営農が集積した農地を基礎とした大規模個別経
営の誕生といったドラスティックな変化―はいず
れも外れる調査結果となった。
新河原生産組合については、詳細は不明だが複
合部門の不振という偶然的な問題が足を引っ張っ
たようで、もし、これがなければ作業受託が賃貸
借に切り替わりながら経営体として伸長していた
ように思う。問題は他の３つの集落営農組織であ
る。構成員の分化を予想していたが、そのように
はならなかった。阿難祖領家生産組合の場合はい
い意味で予想が外れたといってよい。リーダーの
交代を契機に米の高付加価値化・独自販売に積極
的に力を入れるとともにむらの活性化を同時に進
め、安定した地域社会に支えられた集落営農の構
築に成功していた。また、集落営農は法人化され
ており、財務基盤も安定したものとなっていた。
佐開複合生産組合はコストダウンの作業受託組織
という枠組みから脱却することができず、献身的
なリーダーに支えられて何とか現状を維持してき
た。集落営農組織に財政面での問題はないが、出
役者はもちろん、後継者の確保が難しくなってお
り、人の面で永続性に困難を抱えている。庄林営
農組合も秋作業の受託組織として現状を維持して
きたが、こちらは組合員の高齢化に伴う営農困難
者の続出という事態を受けて営農組合内部に水稲

を全て共同で経営する動き（共同作業部会の立ち
上げ）が生まれており、これが組織に変化をもた
らす可能性がある。ただし、リーダーの話にもあ
るように60代の４人が中心で、現在の水稲経営面
積も10ha弱なので今後、この共同作業部会が経
営体として順調に発展するとは必ずしも言えない
かもしれない。
いずれにせよ地権者合意に基づいて農地を集積
して集落営農組織を立ち上げれば、時の経過に伴
う自然な構成員の分化・分解によって、それが農
業経営体へと発展するという展望を持つことはで
きないことを調査結果は示している。むしろ、集
落営農組織は阿難祖領家生産組合の事例が示すよ
うに、地域社会の存続と一体となって継承されて
いくべき存在であり、農業経営としての体制整備
以上にむらの再生産、リーダーの再生産の方が重
要だといえるのではないだろうか。集落営農の法
人化は確かに重要なステップだが、それ以上に
個々の集落営農組織が設立された経緯に基づく適
切な方向づけとそれが実現できるようなむらの運
営原理の構築の方が農村の現場には求められてい
るように思う。

注：
（１）全国農地保有合理化協会『平成12年度多
様な担い手による農地利用の再編に関する調査報
告書―集落営農における担い手の育成・土地利用
調整機能の役割と実態―』（2001）にその調査結
果が収録されている。この時、安藤が福井県大野
市の調査担当となった。
（２）前掲注（１）、17頁。
（３）図２は年度末の数字のため、この法人化
した集落営農組織の数字とは異なっている。
（４）実際の同調査は、126集落のうち有効回答
は114（90.4％）、4,990人のうち有効回答は3,634人
（72.8％）、担い手74経営体のうち有効回答は53経
営体（このうち14は集落営農組織）という結果で
あった。これが人・農地プランに反映されており、
同カルテの改訂版を作成していきたいと市の担当
者の方は話していた。
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（５）畦畔対策として2008年と2009年に国土交
通省の「花のじゅうたん形成事業」を活用して道
路・用排水の法面の整備を行った。国の補助は2
分の1だが、大野市も同じく2分の1の補助を行っ
た。防水シートなどの物財を供給し、芝桜を植え
た。畦草刈りの省力化と景観形成が狙いである。
（６）前掲注（１）、18～19頁。
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記して感謝の意をあらわしたいと思います。な
お、本調査研究は科学研究費助成事業（課題番号：
22380118）の成果の一部である。


