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はじめに

　農地集積が日本農業の焦眉の課題とされ、新た
に農地中間管理事業が立ち上げられた。しかしな
がら、大勢としては農家の高齢化が著しく進行し、
農地の潜在供給は鬱積しているが、その割に機構
への農地貸付となって現実化しないのが実態であ
る。それは、農政による利用権やその集積のあり
方の設定に改善の余地が大きいことを示唆する。
　機構事業の最大の特徴は、転貸先を機構が最終
決定する白紙委任と、利用権の設定期間を 10 年以
上とする点である。全体として、貸し手に金銭的
メリットを付与しつつ、借り手に経営メリットを
追求させる制度設計といえる。白紙委任は農地の
面的な集積を図るには不可欠な手法であるが、白
紙委任を受ける機構と機構をとりまく一連のシス
テムに対する地域や地権者の信頼なしにはなりた
たない。そのためには、地域に信頼される担い手
の存在が不可欠で、地権者の農地（家産）に対す
る思いを汲んだきめ細かな運用が必要であり、そ
のような柔軟性をもったシステムづくりが求めら
れる。本稿では、集落営農（法人）に対するヒア
リングを通じて、その一端に迫りたい。
　対象地としては東日本大震災の津波被災地を取
り上げた。大震災は地域農業の持続性を根底から
揺るがし、離農を多発させ、地域農業の構造再編
を必須とした。津波は沿岸平野部の農地を浸水し
壊滅させることで、地域を 1ha 区画・パイプラ
インの圃場整備事業に踏み切らせた。過去の事例
に照らしても圃場整備事業は農地集積の最大の契
機になってきた。その意味で東日本大震災は不幸
な形で農地集積の条件を用意したともいえる。そ

れは津波被災地だけでなく、高齢化が極まり、個
別の後継者確保に難儀し、そのうえに TPP 問題
が重畳する日本農業の縮図でもある。このような
不幸をいかにして地域農業の持続性確保に転ずる
か。農地集積はそのような課題でもある。
　筆者はかねてより東日本大震災被災地の土地利
用型農業の復興について調査してきた（拙著『地
域農業の持続システムー 48 の事例に探る世代継
承性ー』農文協、2016 年 3 月）。その延長で、調
査が不十分だった 2 地域をとりあげて調査した。
　調査結果は、①エリアと沿革、②構成員、③経営、
④農地、⑤今後、の順に紹介し、⑥簡単なコメン
トを付した。
　そこには津波被災地としての特殊性、東北とし
ての独自性がつきまとうとともに、それを越えた
今日的特徴もうかがわれる。それらの点について
最後に簡単に考察したい。

1．石巻・東松島地域
（1）概況

　農協の取組みを中心に地域の概要をみる。いし
のまき農協は、2001 年に石巻市、東松島市、女川
町の 2 市 1 町にまたがる 10 農協が合併してでき
た。管内人口は 23 万人弱、水田面積 1 万 2,000ha
におよび、稲作と園芸の一大産地である。正組合
員 10,260、准組合員 7,180 で（2014 年度）、准組合
員の増加が著しい。
　同農協の販売額はピークの 2002 年度には 150 億
円超だったが、2007 ～ 09 年度には 120 億円程度、
大震災の 2010 年度には 100 億円程度に落ちたもの
の、その後は震災前に復している。
　農協は 5 つの地域本部制をとり、5 総合セン
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ター、6 共済センター、6 営農経済センターをおき、
12 支店を擁している。地域本部は、合併前農協を
再編したもので、各本部に担当理事が張りつく。
地域本部に属する営農経済センター（地域では「営
農センター」と呼ばれる）が農地中間管理事業の
窓口になる。
　大震災に対しては、2011 年 6 月に 8 つの復興組
合（面積 2,318ha）が立ちあげられた。農協は、津
波被災地域とそうでない地域との間で、コメの生
産目標を超過達成した者が作付できない地域の農
家に対して 10a15,000 円を支払う地域間調整を行
なうとともに、農協組織に県内、県間調整も提起
し、12,000ha のうち転作率 40％（被災水田は転作
扱い）を差し引いた 8,000ha の目標割当を達成し
ている。2012 年度以降は農協内調整のみで達成し
ている。
　国の交付金事業に対して、農協としては総額
139 億円（園芸 71 億円、水稲 54 億円等）を要求した。
営農経済センター長 6 人が集まり必要な事業を検
討し、農地集積により大規模経営が出現し必要に
なったということで、カントリーエレベーター 2
カ所、ライスセンター 3 カ所の新設を要求したが、
カントリー 1 カ所は実現していない。
　農協は園芸部門について、震災前の 35 億円をせ
めて 30 億円まで回復させるべく力を入れている。
　第一は、国の交付金と JA グループ支援金で鉄
骨ハウスを建設して、株式会社イグナルファーム
と株式会社スマイルファーム石巻（石巻市須江）
に無償貸与し、15 年後に無償譲渡するもので、事
業費 4.2 億円、交付金 2.8 億円、JA グループ支援 1.4
億円である。スマイルは全てを流されたトマト施
設栽培農家 3 戸で構成。家族も含めてパート 11 名
を入れている。高設ベンチ養液栽培（ロックウー
ル方式）であり、ミディトマト（石巻青果）、アン
ジェレ（全農開発のミニトマトで全農出荷）を栽
培する（イグナルについては前掲・拙著を参照）。
　第二は、ぱるファーム大曲で、後に紹介する。
　第三は、前述の営農経済センター長会議の発案
で、10ha の園芸団地を造成した。建坪は 6ha で、
土地は圃場整備後の賃貸借で小作料は 10a10 万円

である。全農の支援を受けつつ、石巻市が事業実
施主体になり、4.5 億円の事業費で、JA グループ
の支援が3億円である。法人5つと個人4名が入り、
関係者は 30 数名になる。
　農協は剰余金から毎年 4,000 万円程度の農業振
興基金を積み立て、翌年度に取り崩して利用して
いる。2014 年度は剰余金 10.4 億円のうち、1.8 億
円を積み立てている。基金は、後継者・新規就農
者支援対策（研修受け入れ農家に 6 カ月を上限に
つき 10 万円支給）、大型機械導入、共同利用施設
整備、畜産生産基盤拡充（繁殖素牛 10 万円、肥
育素牛 5 万円補助）、施設園芸規模拡大（ハウス
建設費の 10％）、露地野菜生産拡大に用いられる。
　農協は、土地利用型農業については、被災地で
は農家は完全に分化しつつあり、世帯内・地域内
からの後継者確保が困難になっているとみる。そ
こで地域内外からの新規就農者の確保と法人育成
を課題とした。新規就農には年 60 万円を支給し
ており、5 年間で 20 人弱になったが、国の青年就
農給付金制度の発足により、前述の方式に変えた。
　法人化支援は、2012 年度に 3 法人、2013 年 4 ～
5 月にも 3 法人、その後も含めて計 10 法人をたち
あげ、全体では 19 法人を立ち上げている（法人
の大勢は、水稲と園芸作の複合経営である）。法
人化にあたっては組合法人ではなく、会社法人を
勧めているが、農家は役員が代表権をもつ会社法
人の運営には不慣れで、「ワンマン」という批判
が起こるので、会社運営の指導に力を入れ、講師
を呼んで研修等を行う農業法人会を立ち上げてい
る。
　同時に農協としては、大規模経営のみになって
は地域資源管理もできなくなり、土地利用型につ
いても大規模経営 6 割、複合経営 4 割ぐらいのバ
ランスを保つべきと考えている。
　農協は管内の土地利用型農業の担い手は 30 経
営ほどに絞られつつあるとしており、そこから 4
法人を選定してもらってヒアリングした結果を以
下に記す。初めの 2 法人は震災前からの法人、後
の 2 法人は震災後の立上げである。
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（2）大瓜東部アグリフファーム（有限会社）

　①エリアと沿革
　石巻市の大字大瓜（150ha、農家 160 戸）をエリ
アとする。大瓜は東部と西部に分かれ、東部 85ha
は 2005 年に圃場整備を完了し、1ha 区画が 9 割を
占めるようになった。東日本大震災では 9 割方が
50 ～ 60cm 冠水し、転作麦が被害をこうむったが、
除塩作業 2 回で復旧した。
　以前から個人の担い手ががんばっているところ
で、10ha 以上規模も 2 ～ 3 戸できていた。その
なかで集団で取り組もうという 4 戸で任意組織を
立ち上げ、2007 年に会社法人化した。組合だと事
業が限られるので、すそ野を拡げるためにも会社
形態を選んだ。当初は稲作 17ha、転作 27ha の計
44ha ほどで、個別では赤字になる転作に組織とし
て取組み、法人化前は稲作は個人で行っていた。
地域では既に 5 ～ 6ha 経営の農家が組合に委託す
る状況になっていたという。その後、真野大谷地
区 140ha からの転作も請け負うなどして規模拡大
し、現在は水稲 60ha、転作 40ha の計 100ha 経営
になっている。法人化の時に 50ha 用のライスセン
ターを L 資金で建てている。補助金対象にはなら
なかった。
　②構成員
　A家…世帯主67歳が2代目の社長を務めている。
当家は自作 6ha と施設園芸 40a の経営で、施設は
現在は有限会社 A として社長が主に取り組んでい
る。ミツバやカイワレ大根の高設栽培で、地域の
走りとされている。ファームには、息子 43 歳が
サラリーマンから転業して従業員として携わって
いる。事実上の構成員の代替わりである。
　B 家…世帯主 68 歳が初代社長を務めるが、5 年
前に A に交代した。自作 3ha、3 作業受託 6ha を
していた。施設園芸には取り組んでいない。当家
も 2 ～ 3 年前に息子 40 歳に代替わりした。
　C 家…世帯主 60 歳、自作 1.3ha、イチゴの土耕
栽培 20a に取り組む。イチゴは現在も個別に取り
組んでいる。当家は後継者はサラリーマンで就農
意思は不明。
　D 家…世帯主は 77 歳、自作 6 ～ 7ha だったが、

春にハウスで作業中に死亡。サラリーマンの息子
42 歳は悩んだ末に、待ったなしということで就農。
　法人は 65 歳定年で 5 年間は猶予、70 歳で完全
リタイアとしている。メンバーも書類上は世帯主
になっているが、実態は 3 戸が次世代に代替わり
している。C 家は世帯主が相対的に若いこともあ
り、また後継者の就農意思は不明で、代替わりし
ていない。オペレーターは代替わりした者 3 名と
C の 4 名で行い、その妻は勤務等で組織には関わっ
ていない。しかし自家で野菜作をしている構成員
もおり、そちらは担当している。
　構成員は月給制でサラリーマン並みの給与を確
保しているが、転職者は実際には年収は下がった
という。かつサラリーマンより長時間労働のため
時間当たりでも低くなる。
　③経営
　法人化してライスセンターを建てたことで、水
稲も協同化した。管理作業もファームで行う。水
稲 + 転作 + タラの芽 1ha の作付けである。国によ
る転作配分がなくなる 2018 年が大きな転換点だと
して、現在も飼料米 6ha に取り組んでいる。直播
も 1.7ha 試作しており、今後は直播を行うとして
いる。臨時雇用を田植時と畦草刈に若干入れてい
る。
　販売・購買ともに農協利用である。直接販売は
リスクが大きく、資材購入には 6％の割引があり、
支払いも収穫が終わった後でよいのが農協利用の
メリットである。
　④農地
　100ha の借地の地権者は 91 名に及び、小作料は
農業委員会の標準で 10a 米 90kg（2 万円）である。
未整備田は 60kg になる。法人としてはこれでは
高過ぎるとして、15,000 ～ 17,000 円を希望してい
る。
　借地のうち利用権が 90％になる。期間は、かつ
ては 10 年だったが、米価の変動もあり 5 年にし
ている。
　農地中間管理事業については、2015 年度中に 8
名から 5.1ha 借入予定である。しかし地域集積協
力金の支給対象にはならない。
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　地域には昭和村ごとの推進協議会があり、主と
して転作の調整に当たっている。人・農地プラン
も昭和村ごとに作成している。事務は農協の営農
センターが担当している。推進協議会は農地移
動にはタッチせず、農地移動については営農セン
ターに話がもちこまれ、そこから手続きが始まる。
営農センターには 1.5 名が同事務に張り付いてい
る。農協としても、そのことを通じて農協 100％
利用のメリットがある。
　中間管理事業については、利用権の設定期間 10
年が長すぎると見る。3 年では短すぎるが、前述
のように米価の変動、小作料の変化がありうるな
かで 10 年固定は厳しいとして、5 年が妥当とみて
いる。また機構に貸しつけると誰に貸されるか分
からないという不安が地権者にはあるとみる。
　⑤今後
　ライスセンターの能力の問題はあるが、雇用 2
名をいれれば、あと 40ha の拡大は可能である。
かつて雇用を入れたこともあったが、経験もなく、
もたなかった。土地利用型では若手をいれても困
難で、定年の者を雇う方が確実だとしている。50
代で定年になる者も地域にはいる。農産加工も考
えたが、はじめはもてはやされるかもしれないが、
設備投資と販売面が大変で、現状では消極的であ
る。
　⑥特徴
　津波被害は甚大ではなかったが、ちょうど世代
交代期にあたり、ファームとしては転作割り当て
廃止後をにらんで、新たな世代の経営を構築中で
ある。既に集積も進んでおり、中間事業の利用も
地権者配慮（メリット付与）が主である。利用す
る場合は農協の営農センターという窓口が確立し
ている。

（3）サンエイト（株式会社）

　①エリアと沿革
　東松島市の大字牛網を拠点にしている。牛網
は総農家数 100 戸、140 ～ 150ha である。隣の大
字・浜市、矢本東も活動範囲である。サンエイト
は 100ha 経営で、ほぼ牛網の 2/3 を集積したこと

になる。地域は 20 年前に圃場整備し、ほぼ 80 ～
100a 区画化し、償還も終わっている。
　圃場整備時に牛網・浜市地区水稲生産組合が 8
戸のメンバーで設立された（「サンエイト」は 8
名からとる）。メンバーの半分は兼業農家だった。
転作ではなく水稲を主体に作業受託し、水管理は
地権者が行っていた。
　2007 年に県の勧めで株式会社化した。メンバー
は任意組織を引き継いだ。株式会社形態を選んだ
のは、農業しかするつもりはないので、各種事業
ができるというメリットは乏しかったが、経理上、
その方が良いと勧められたからである。
　大震災では、牛網・浜市地区で死者 90 名を出
した。家は集落の半数以上が倒壊し、移転あるい
はリフォームした。浸水は 1.5m まで達し、機械
と育苗ハウスは全滅した。機械は一部を修理した
が失敗だった。農機具会社からリースして後で買
い取る方式をとった。ハウス、乾燥施設は交付金
事業で手当てした。
　株主 8 名の意向は、震災ショックでサンエイト
を「やめる」ことに傾いていたが、地権者 100 名
に集まってもらいその声を聴いた結果、継続する
ことにした。
　②構成員
　社長 67 歳は農協役員を役職定年し、法人設立
とともに社長就任。2ha 所有している。
　その他の構成員は 7 名で、42 ～ 73 歳、所有反
別1.5～5haである。構成員に代替わりが3件あり、
2 件は息子（最年少 42 歳もその 1 人）、1 件は娘
さんが継いだ。女性は 40 代で経理を担当してい
る。オペレーター等の作業従事は女性も含めて 8
名である。役員は社長のほか 3 名（46 ～ 67 歳）で、
法人に常勤し、地域平均的な給与支払いと賞与を
もらう。他のメンバーは役員と同額の賞与のみで
ある。社長としてはリタイアして若い者を入れた
いとしている。
　③経営
　作付けは水稲 60ha、転作大豆 40ha、イチゴの
高設栽培 30a である。水稲は 20ha を湛水直播し
ている。収量は 2014 年は 8.5 俵とったが、2015 年
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は 7.5 俵だった。乾田直播だと施設も要り、迷っ
ている。
　イチゴ栽培は、震災後に取り組みだした。以前
は取り組んでいないので交付金の対象にならず、
JA の支援事業と L 資金の融資で手当てした。雇
用者 40 代 1 名を専属にし、県の開発品種を県公
社経由で取り入れ、県の指導をうけながら、出荷
は農協を通じて石巻青果にしている。技術はもた
なかったがマスターは速かったという。
　水管理等も法人で行うが、一部は地権者に日給
13,500 円で手伝ってもらう。
　オペレーターには構成員 5 名がなるが、雇用を
3 名入れている。それぞれ 50 代、40 代、32 歳で、
全員とも地元出身ではない。雇用は実践大学校や
農協にお願いしている。機関が後継者を養成して
くれるとよいという意見である。給与は平均して
22 万円、通勤手当とボーナス 1 カ月が出る。また
季節雇用を 1 名入れている。
　販売・資材ともに農協利用である。米を買いに
来る客はいるが、余った米を農協に持ち込むわけ
にもいかないし、代金回収のこともある。
　2014 年（1 ～ 12 月）の決算書によれば、販売代
金は 9 千万円弱、うちイチゴは 12％である。営業
外収益（作付助成等）が 4 千万円ある。
　④農地
　100ha のうち構成員の所有が 30ha で、70ha を
借りている。地権者は 100 名強である。借地は震
災後に急増した。震災前から 20ha 借りており、
中間管理事業で 2.3ha 借り、残りが震災後に農地
利用集積円滑化事業で借りたものだ。前述のよう
に復興組合で話し合ったところ、法人に続けてほ
しいということになり、体育館に地権者全員を呼
んで円滑化事業の説明をしてもらった。小作料は
物納で 10a60kg である。3 割は金納だが、農協仮
渡金で計算している。昔から 60kg（2 袋）の水準
である。期間は 10 年にしている。カネが必要で
地権者が解約する場合は、違約金 10a2 万円ほどを
支払うことになっている。
　農地を売りたいという声もあり、法人も 1 件
60a を 10a50 万円で購入した。

　震災による住宅地の跡地を市が買い上げて、盛
土して畑にして貸し出しており、法人も 5ha を
10 年期間、無料で借りている。イチゴ 30a のうち
10a がそれにあたる。
　中間管理事業での 2.6ha は地域集積協力金の対
象にはならない。中間管理事業は手数料をとら
れるので、あまりやりたくない（1％なので合計
2550 円だが）。
　⑤今後
　余力がなく、またやれば赤字になるし、トラク
ターを大きくする必要があるので、現状の 100ha
が限界である。しかし借りている農地は転用もあ
り（今後も 6ha が予定）、まだ落ち着いていない。
　8 名の後継者をどうするかが問題だ。子弟は役
場職員等になっており、それをやめさせて農業や
らせるのは大変だ。
　⑥特徴
　震災前に法人化した組織で、震災時に一挙に拡
大し、地域の相当の集積率に到達しており、その
後の中間管理事業のメリットも少なく、利用も散
発的といえる。公社の手数料に対する不満もあっ
たが、実質的と言うより心理的なものと言える。
組織の代替わりが進んでいるが、それをし切れる
かが課題と言える。

（4）たてファーム・和（なごみ、農事組合法人）

　①エリアと沿革
　石巻市の大字須江のたて行政区（3 農業集落）
を拠点にしている。たては転作の範囲にもなって
おり、震災前には農家 60 ～ 70 戸、出入り作を差
し引いてほほ 100ha である。戦前に 10a 区画化し、
震災前に圃場整備を終えており、100a 区画と 50a
区画が半々になり、パイプライン化していた。震
災での被害はなかったが、その前の地震の被害は
あった。
　品目横断的政策を受けて 2007 年から 16 名のメ
ンバーで集落営農（特定農業団体）化し、転作と
経理の一元化をしていた。当時は枝番でやってい
た。
　圃場整備に伴う集積目標が 70％であり、集落営
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農の 5 年後法人化の義務付けもあって、2015 年 2
月に法人化した。3 名は高齢化と後継者の勤務で
入らなかった。出資金は 1 名 50 万円とした。
　法人としての経営面積は 2014 年は 70ha で、う
ち自作（構成員所有）が 30ha、実質の小作が
40ha である。40ha は現在、法人への付け替え手
続き中で、a. 直ちに法人への利用権設定、b. 2016
年に法人に利用権設定、c. 考慮中の 3 つの対応に
分かれる。2016 年には未整備地域の農地も借りる
ことになり、経営面積は 80ha になる予定である。
　②構成員
　役職者は 5 名で、組合長 66 歳（自作 1.8ha、小
作 3.4ha）、専務 66 歳（自作 2ha のみ）、常務 59 歳（自
作 2.3ha、小作 1.3ha、息子はイチゴ・トマトのハ
ウス栽培に別会社で取り組む）、その他に 64 歳と
56 歳がいる。56 歳の者は兼業である。59 歳の農
協定年者（自作 2.3ha、小作 0.7ha）が役員でない
がよく出てくれる。オペレーターには常時 7 名が
出てくる。
　非役員で 40 歳の者が法人に 15ha を持ち込んで
いる。本人は計 30ha を 1 人でやっている。
　③経営
　2015 年は、特定作業受委託で法人が受けたもの
を構成員 13 名で再配分し、各自が作業して労賃
を受けとる形にした。先の 15ha 持ち込みの者に
はまとまった団地を配分するようにしている。
　2016 年は、田植と水・畦畔管理は個人作業とし、
持ち込みの土地にかかわらずエリアごとに担当を
決める。また播種と収穫は共同作業化する。2015
年までは機械も持ち込みでやっていたが、法人と
してトラクター、田植機、コンバインを装備する。
　作付は水稲 40ha、飼料米 4ha、大豆転作 26ha、
キャベツ 50a である。水稲は 2015 年に直播にとり
くみ 600kg 以上の収量をあげ、2016 年は 5.1ha に
増やす予定である。
　④農地
　小作料は 13,000 円である。前述のように水管理
等も法人で行う。
　農地中間管理機構には 100ha 借入の希望を出し
ている（構成員の土地も含めて）。現状で 73ha ま

で来ているので、実質 30ha の借地拡大の計画で
ある。地域集積協力金がもらえたら草刈機等の整
備に充てる予定である。
　⑤今後
　前述のように 100ha 経営が目標である。構成員
はみんな高齢化しているのであくまで土地利用型
でいく。法人化しているところと労力のやり取り
から始めて組織再編もありうる。先の 30ha 経営
の者を後継者に考え、法人に入ってもらっている。
　⑥特徴
　転作を主として、水稲についてはそれぞれ借地
をしている構成員が自小作込みで法人に持ち込
み、自分の機械で耕作し、枝番管理していた状態
から、構成員への利用権あるいは特定作業委託を
法人への利用権設定につけかえつつ、水稲作業も
協業に切り替えようとしている最中にある。しか
し一気に切り替えるには、機械投資も追いつかず、
資金もかかり、大変だとしている。
　役員が高齢化し、30ha 経営の者を後継者にあて
こんではいるが、個別経営との調整をどうするの
かの課題もある。農地の権利関係、協業体制、後
継者確保・経営継承の全ての面で過渡期にあると
いえる。

（5）パルファーム大曲（株式会社）

　①エリア・沿革
　東松島市矢本町の大字大曲（農地 196ha、農家
165 戸）を主なエリアとする。大曲浜は半農半漁
の村で、のりの名産地で世帯の 8 割方は漁業主体
だった。また 40 ～ 50 年の歴史を持つ園芸作地帯
でもあり、6 つの農業集落があるが、農業への取
り組みは大曲としてなされてきた。
　1998 年に「大曲集落農家実践組合」が設立され、
3 組に分れて集団転作に取り組んだ。2007 年に、
品目横断的政策を受けて、「大曲生産組合」を設
立した。大曲の農地の半分近くは既に貸し出され
ており、それを受ける中心的な農家は専業的な水
稲園芸作複合経営農家 14 ～ 20 戸であり、彼らを
中心に大曲生産組合として大豆転作 35 ～ 40ha に
取り組んできた。地権者には10a4万円が配分され、
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管理作業を自家で行えば 5 万円になった。
　地区では経営体育成型の県営圃場整備事業で
1ha 区画化に取り組んでおり、その最初の 12ha の
引き渡しを 1 週間後にひかえて被災し、水田はほ
ぼ全滅した。大震災による大曲の被害総額は 13.9
億円とされている。復興組合は矢本町として立ち
上げられ、大曲はその支部に位置づけられた。
　実践組合あるいは生産組合で、地域農業のリー
ダーたちによる今後の営農形態が話し合われた。
問題は、施設園芸も共同するか、個別あるいは少
数共同のハウス栽培を継続するかであり、地域代
表としては、「自分たちのリタイアまでに形をつ
くり、次の世代に託し、自分たちは経営の外交や
経理を担当すればよい」という意向だった。
　市が関係農家 200 名にアンケートしたところ、

「組織の経営に携わりたい」38 名、「個人で営農し
たい」3 名、残りは「労働力として参加したい」だっ
た。それらに基づき実践組合で話し合いを続け、
当時の生産組合の役員 4 人で 2012 年末に農業生
産法人・株式会社「ぱるファーム大曲」（以下「ぱ
るファーム」）を資本金 1,000 万円で立ち上げるこ
とにした。
　設立当時の計画は次の通りである。
　土地利用型部門は、水稲 100ha、転作 50ha で
100ha 用乾燥調製施設を利用。大曲の水田の水稲
作付の 50％、転作の全面積を引き受け、合わせて
大曲の 3/4 を集積する。水管理等も法人が行なう。
パイプライン化すれば、畦畔も減り、クルマで一
回りすれば終わりということで楽になるだろうと
いうことだった。他方で、ぱるファームの農業を
見ていて、自分も農業したくなる人もでて来るの
ではないかと見ていた。
　園芸部門は施設トマト 50a、露地ネギ・トウモ
ロコシ各 1ha。100ha 用の大型の水稲育苗ハウス
を利用した軟弱野菜（ほうれんそう）1ha にも取
り組む。施設野菜はトマトの高設ベッド方式の
ロックウール栽培で、2014 年 3 月稼働予定のとこ
ろ 2015 年 7 月にやっと定植となった。品種は全農
契約品種で、販路も全農になる。その他の販路は
農協の直売施設、イオンのインショップ等も考え

られている。収入的には水稲部門が第一位、園芸
が第二位になる。
　以上の総事業費は 11 億円で、市が事業主体とな
り、法人は施設の貸与を受けて消費税相当分を再
生協に納付し、15年後に無償譲渡されることになっ
ている。施設用地 50a はファームが借地する。
　機械も全滅したので、市が事業主体となって交
付金で購入し、ファームに貸与する。
　運転資金は、転作の交付金があるため大丈夫だ
が、政策公庫から 5,000 万円の無利子融資を受け
ている。
　圃場整備は 200ha のうち 50a を残して完了した。
　②構成員
　設立当初は生産組合長（2013 年当時 64 歳）が
社長に就いたが、「疲れた」ということで降りて、
次の 3 名が残った。
　社長 60 歳、以前はパイプハウス 20a、トマト、
白菜、ホウレンソウ、トウモロコシ、水田は自作
2.5ha だった。
　B さん 43 歳、以前は露地の畑作で 1ha、白菜、
ホウレンソウ、トウモロコシ、水田は 4ha 経営だっ
た。
　C さん 47 歳、チンゲンサイ等の水耕栽培 400 坪
に父の代から取組み、水田は自作 1ha だった。
　③経営
　2014 年の作付けは水稲 40ha、転作 15ha（大豆）
である。水稲は反収 540kg を確保し、乾田直播も
510kg を達成した。ネギ 50a、ホウレンソウ 30a
も栽培。米価下落で打撃を受けたが、乾燥施設が
完成していたため自社分も含めて水稲 100ha、大
豆 80ha 分を引き受け、カバーした。
　2015 年の作付けは水稲 61ha（うち乾田直播
5.8ha）、転作（大豆）23ha、ネギ 50a、スィート
コーン 30a、育苗ハウス利用の軟弱野菜 30a、野菜
30a、綿花 20a。
　畦畔・水管理については、呼びかけても 10 名
くらいしか出てこず（機械・燃料代込みで時給 1,500
円）、基本的に法人で取り組むしかないとして、
1ha 区画の畦畔をとって 2 ～ 3ha にして対応して
いる。
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　法人の事業は地域雇用が条件になっており、従
業員 3 名（58 歳、38 歳、23 歳）を雇用している。
いずれも矢本町あるいは大曲の者である。月給は
18 ～ 20 万円で、手取りは 14 ～ 15 万円。パート
は女性事務 1 名の他、トマト作業に 6 名を入れて
いる。
　④農地
　一時利用指定地の小作料は 10a 当たり 12,000 円
で、水利費 15,000 円は耕作者負担である。
　水稲 150ha、転作 50ha の計 150ha の貸借になり、
地権者は 200 名弱になる。農地を貸し付けたい地
権者は農協営農センターに足を運ぶことになる。
法人としては機構に対して大曲地区 150ha をはじ
め計 167ha の借り入れを希望している。しかし事
態はまだ流動的であり、2 ～ 3 年様子を見て自作
するかも知れない者は、機構ではなく農地利用集
積円滑化事業の方に行くことになる。
　大曲のほとんどを集積することになるので地域
集積協力金の対象にはなるが、大曲農用地利用改
善組合で使途を決めることになるのではないかと
思われ、細かくは踏み込んでいない。
　⑤今後
　法人としての最大の心配は、高額を投じた施設
のメンテナンス・修理等の経費である。修理は初
回は市が負担したとしても、その後は分からない。
また減価償却費相当分を準備金として積み立てる
必要があるが、収益性については 2015 年度の結果
をみなければ分からない。2015 年度計画では、売
上額9,500万円（水稲5,400万円、トマト3,000万円）、
乾燥調製料 1,300 万円を見込んでいる。
　⑥特徴
　漁業主体の漁村であり、農業では施設園芸に早
くから取り組んできて、農業者の組織も整備され
ており、地域として今後の農業、担い手のあり方
を模索してきた地域だといえる。現在の構成員の
3 名は転作組合の仲間であり、「そのなかから何と
なく…」集まってきたと説明しているが、現在の
3 名に落ち着くにはそれなりの紆余曲折があった
ようである。要は園芸の高設栽培と土地利用型農
業の複合形態であり、とくに前者をこなせるかど

うかで、一定の年齢層に落ち着いたものと思われ
る。しかし水田農業と高設栽培を両立させていく
ことはこれからの厳しい課題である。

2．名取市閖上・下増田地区
（1）概況

　名取市は名取川を挟んで仙台市に接し、その河
口部には閖上港がある。1955 年に 6 町村の合併に
より名取町となり、3 年後に市になった。市は西
部の丘陵地と東部の沿岸地域に分れ、西部は仙台
市のベッドタウン化しているが、仙台市と合併せ
ずに今日に至っている。市の央部には仙台空港が
あり、2007 年には空港アクセス線が開通している。
　東日本大震災では東部の閖上町、下増田村が甚
大な津波被害を受けた。調査地である閖上町は、
行政は現地での復興、住民は移転を希望し調整が
遅れていたが、2013 年 11 月に区画整理事業の計
画決定がなされ、被災地区での再建となった。
　国の復興交付金による圃場整備事業が、仙台市
も含めて 809ha（うち名取市 660ha）計画されて
おり、地元負担はゼロである。期間は 2013 ～ 15
年度とされているが、まず復旧し、1 年作付して
から圃場整備に取り組み、さらに 1 年作付けして
から暗渠工事等に取り組む段取りである。区画は
1ha でパイプライン化する。
　市は、新たな担い手として、閖上町 4 集団、下
増田村 3 集団、概ね 1 集団 5 名で 50ha 程度づつ
の組織が考えている。市は、まず組織化すること
を主眼とし、必ずしも法人化することを指導して
いるわけではない。担い手組織に対しては、市が
交付金でライスセンター・機械などの一式を用意
して無償貸し付けし、償却期間後に無償譲渡する
ことにしている。
　このうち閖上町の 3 集団をとりあげてヒアリン
グした。これらはいずれも震災を契機とする集団
であるが、その他に下増田町には震災以前からの
歴史のある集落営農法人があるので、それも対象
に加えた。
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（2）ファーム閖上（農事組合法人）

　①エリアと沿革
　閖上町の通称「岡区」に属する大字小塚原の小
塚原北集落を拠点にしている。小塚原北は元は農
家 60 戸、現在は 41 戸、農地 50ha（水田 47ha）
である。同集落は東部道路の際の海側に位置す
る。津波被害は道路を挟んで「天国と地獄」に分
かれた。地域住民はインターチェンジの両側での
新たな街づくりを希望したが、結果的に現地再建
となった。小塚原は 2m の浸水になった。家屋は
1 階が津波にやられ、2 階にあがった人が助かっ
た。集落の死者は 2 名にとどまった。組合長たち
は仙台市で借家住まいを半年して修理した自宅に
もどった。花卉栽培があるのでどうしてももどら
ざるを得なかった。
　岡区は昭和 6 ～ 7 年から油紙で花卉栽培にとり
くみだした東北一の花産地で、現在は三代目にあ
たる。花のハウス等も修理ですんだ。
　圃場は 1964 年に半分を 30a 区画にし、半分は
10a 区画のまま残った。震災被害により再圃場整
備に取り組んでおり、2013 年には 8ha、2014 年 4
月には 20ha が引き渡しを受けた。あと 27ha が整
備中である。区画は 50a と 100a が半々である。
　震災後、町内会長が長になって小塚原北で復興
組合をたちあげ、同時に地権者 41 戸全戸で小塚
原北地域農業組合を設立した。「地域の農地は地
域で守る」という意思統一の下、地権者全戸が参
加したが、そんなに人は要らない、人件費で首を
絞めることになるということになり、役員がメイ
ンとなって取り組むことにした。しかしその後も、
地区外に出る者、死亡、体調不良等の理由で様々
な役員の入れ替えがあり、結果的に現在の 5 名で
2014 年 5 月に農事組合法人を立ち上げた。彼らは
当初のメインのメンバーではないという。震災前
は、仙台青果生産部会名取支部はあったが、その
他の組織はなく、それぞれが花卉を中心に水稲に
も取り組む地域だった。地域のための組織なので
会社法人ではなく組合法人にした。
　法人はトラクター等はキリンの支援で 2 台整備
し、ライスセンター、コンバイン、育苗ハウス等

施設のワンセットを市から無償リースし、それぞ
れ耐用年数後は無償譲渡されることになる。敷地
6,000㎡は法人が農家から借りる。ハウスは敷地面
積 2,100㎡で 7 棟の土耕栽培である。
　②構成員
　組合長 64 歳、妻 61 歳、息子 38 歳、嫁 35 歳。
水田 2ha で 20a を借地。花卉栽培 4,000㎡に取り組
む。2014 年に経営移譲している。カーネーション
が主体で仙台市場に直接出荷する。花は父が始め
たもので、父は仙台市場の創設者でもある。花は
息子夫婦が自宅で取り組み、本人は法人に専念す
る。
　B さん、76 歳、町内会長。水田 1ha で花はやら
ない。
　C さん、65 歳、水田 1.3ha、花 3,000㎡でカーネー
ション。
　D さん、62 歳、水田 2ha で会社定年。
　E さん、61 歳、水田 50 ～ 60a で会社定年。
　要するに、花 + 水稲農家（2 戸）、定年帰農者（2
戸）、町内会長という役職者（1 戸）からなる集団
である。
　③経営
　2013 年は 8ha が作付け可能になったが、後述す
る耕谷アグリサービスに大豆転作を委託した。
　2014 年 32ha の作付可能になった。15ha は耕谷
アグリサービスに大豆転作を委託し、残りを水稲
作付けした。
　2015 年は 20ha を作付けし、残り 27ha は圃場整
備中。20ha のうち 13ha は主食用米を作付けし、
7ha は飼料用米。農協出荷である。資材はハウス
の関係で 2 割が業者、8 割が農協である。
　圃場整備が完成したら、法人が集落の水田 47ha
をやることになるとしている。水稲の水・畦畔管
理は法人が行う（パイプライン化で省力化され
た）。主食用米、飼料米、育苗ハウスを利用した
花卉と野菜の栽培で、花はストック、葉ボタン､
ケイトウなどカーネーション以外に取組み、野菜
はチンゲン菜、レタス、大根など手のかからぬも
のを試みる。水稲は直播も一部取り組むつもりで
ある。
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　作業は 57 ～ 74 歳の男性 5 名で行い、その妻は
他産業に勤めたり、自宅での花作りに従事してい
る。
　④農地
　現在は 1 年ごとの契約になっているが、いずれ
機構を通じて集落の全水田を借りることになる。
実務は農協がやることになる。小作料は 10a 米
30kg あるいは 5,000 円である。水利費は受け手の
負担。機構を通じると期間が 10 年になるのが問
題だとしている。法人としては、立ち上げたばか
りで先が見えないので 5 年くらいの期間を希望し
ている。賃料は期中見直しが可能という説明は受
けているが、見通しをつけるにはやはり 5 年くら
いがよい。
　機構を通すと畑もついてくる可能性があるの
で、まだ白紙であるともしている。
　地域集積協力金については、小塚原北に来るよ
うだが、「町内会でいただくものではない。ファー
ムの権利なのでファームで使途を考えてくれ」と
言われている。ファームとしては一部は施設等に
使い、その他は例えば直売所や味噌加工など雇用
の場を作ることに使いたいとしている。
　農地を買ってくれと言う声もきかれるが、法人
には資金がないので、建設会社を営む兼業農家等
にいくのではないかとしている。
　⑤今後
　後継者をいますぐ確保できるわけではなない。
そのための土台作りをしている。水稲 + α（花、
野菜）でやっていきたい。
　その他の組織とも協力して同じもの（花）を出
荷できるようにし、法人が雇用の場、高齢者のお
茶飲みの場になれればよい。
　⑥特徴
　地域には 8 戸の花農家がいるが、水田耕作は法
人が一手に引き受けることになる模様である。こ
の法人は、花の組織で培ってきた組合長のリー
ダーシップが大きいように思われる。法人は前述
のように花卉栽培とサラ―リマンのリタイア組で
あり、後継者確保の課題に直面することになろう。
まず雇用をいれるだけの収益をあげられるかが課

題である。

（3）テクノファーム牛野（農事組合法人）

　①エリアと沿革
　閖上町の大字牛野（農家 45 戸、90ha）をエリ
アにしている。海から 3km でファーム閖上より海
から遠い。牛野も 1 ～ 1.5m、3 日浸水した。圃場
は 10a 区画だった。それを除塩し瓦礫拾いし、3
年目には作付けできた。現在は圃場整備中で 2016
年には作付けできる。圃場整備は100a区画が7割、
50a が 3 割である。パイプライン化する。
　牛野の専業農家は 1 戸のみで後は兼業農家の地
域だ。組織はなく、花も作らず、個別に水稲と野
菜を作っていた。
　牛野では規模の大きいのは 2 戸くらいしかおら
ず、後述する耕谷ファームが 30ha ほど入ってい
る。また仙台市からの入作（代替地取得）が 15ha
ほどあり、これをどうするかが不明である。
　任意組織として 1 年間、農家全戸の 14 ～ 15 戸
で作付けしたが、2014 年 4 月に 4 名で法人をたち
あげた。4 名は「これからの担い手になる人」と
いうことで、地域から頼まれたのと自分で意思を
示したのと半々だという。出資金は 1 人 50 万円
である。
　法人化に当たっては、ファーム閖上と同じく、
市の無償リース事業を受けた。50ha 用ライスセン
ター、トラクター3台（+キリンの支援による2台）、
コンバイン 2 台、田植機 3 台である。
　②構成員
　組合長 62 歳、以前は自作 1.8ha、借地 5ha を耕
作し、配管工勤務の兼業農家。妻と息子は勤務。
農業委員を 8 期やった。
　B さん 57 歳、1.7ha 耕作、タクシー運転手を兼
業していた。妻と息子は勤務。
　C さん、55 歳、自作 1.5ha、ビール瓶洗浄の契
約社員を兼業している。
　D さん 50 歳、自作 0.6ha、運転手を兼業している。
　B さん、D さんは役員を務める。
　③経営
　2014 年は、主食用米 28ha、飼料米 7ha、大豆
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2ha、施設園芸（小松菜等）15a、露地野菜（白菜等）
20a である（農業改良普及センター資料による）。
　2015 年は 18ha 作付けている。主食用米 10ha、
飼料米 6.8ha、転作大豆 1.7ha。
　畦畔・水管理も法人で行い、地権者は手を出さ
ない。オペレーターは組合長を除く 3 名が担当す
る。
　2016 年は、機構からどれだれの農地が配分され
るかによるが、法人としては 50ha 作付けを予定
している。内訳は主食用米 30ha、飼料米 7ha、大
豆 13ha である。
　直播は 1.5ha ほどやったが、2016 年は圃場整備
の後なので休み、2017 年から湛水直播に取り組む。
　購買・販売ともに農協利用である。
　④農地
　現状の地権者は 14 戸である。小作料は 30kg
あるいは 5,000 円である。水利費や共済掛け金は
テクノ持ちになる。入作者からは、入作協力金
10a2,000 ～ 3,000 円を徴収している。
　前述のように機構からの 20 ～ 30ha の配分を予
定している。貸し出された農地を割り振る実務は
農協がやるのではないか。法人としては当事者も
参加させろと要求している。震災前から貸してい
た農地はそのまま貸付先に行くだろう。従って耕
谷ファームが借りていた農地がテクノに来ること
はないが、新規のものはテクノに来るのではない
か。しかし借地の錯綜は整理する必要がある。
　地域集積協力金は来ると思うが、エリアの取り
方によって集積率が異なることになろう。使い方
をどうするかはこれから検討することになる。経
営基盤強化準備金のような形で将来の投資に充て
たいが、地権者に「還元しろ」という話もでて来
るかもしれない。
　⑤今後
　目標として 70ha、地域の過半の面積はやりたい
意向である。
　⑥特徴
　現・元兼業農家集団といえるが、組み合長を除
き50代であり、組合長も62歳と相対的に若い。「テ
クノ」は自分たちで付けた名前ではない。

（4）閖上町区農業生産組合（特定農業団体）

　①エリアと沿革
　閖上町はファーム閖上のある岡区と市街に近い
町区（両方とも通称である）に分かれ、町区には
農業集落が 6 つ、農家は 350 戸程度だが、歴史的
に半農半漁であり、そのうち 40a 以上の農家 84 戸
で閖上推進協議会を組織していた。
　閖上町は、津波が瓦礫を押し上げつつ水田を遡
上していく映像がくりかえし放映された現場であ
り、浸水 1m だった。
　町区は市のトップを切って閖上町区農業復興組
合をたちあげて復旧作業に当たり、同時に今後の
農業の担い手について話し合いを続けてきた。
　圃場は昔ながらの 10a 区画で、人によっては畦
畔を取り払い 30a にして使っていた。16、7 年前
に圃場整備の話がもちあがったが、減歩や自己負
担の問題で実現に至らなかった。今回がラスト
チャンスと言うことで圃場整備に取り組むこと
になった。手順は、まず復旧し、1 年作付けして
から圃場整備にはいるというもので、実際には
2013、14 年に作付けしてから 2014 年に圃場整備
に入り、さらに 2015 年に作付けしてから暗渠工事
等に入ることになる。
　2013 年正月に任意組織・閖上町区農業生産組合
が 6 名によって立ち上げられた。出資金は 1 名 50
万円の 300 万円だった。しかしその後、横浜から
U ターンして世代交代して参加した 30 代なかば
の者が、年長者と話が合わないことからやめ、ま
た小作地 10ha を含む 12ha を耕作していた 50 代
前半の者が病死し、構成員は 4 名に減った。
　農機具、ライスセンター等の装備については前
述の 2 組織と同様に市の無償貸与を受けた。
　②構成員
　組合長 61 歳、自作は 3.5ha の米専業農家だった。
　B さん 73 歳、自作 40a、会社員をしており、70
代に帰農。
　C さん 73 歳、自作 80a、小作 3ha だった。
　D さん 69 歳、農地 1.2ha を委託し、ガソリンス
タンド勤務だった。
　結果的に若い者がいなくなり組合長を除けば 70
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代集団である。
　③経営
　2015 年は 30ha の作付けをした。主食用米 19ha、
飼料用米 11ha である。主食用米 8ha は直播した。
単収は平年作 8 俵に対して 7 俵平均で良くなかっ
た。収穫物は農協売りと業者売りが半々である。
売り先には仙台市の舞台ファームもある。
　④農地
　現在は特定作業受委託の単年度契約でやってい
る。これでほぼ 30ha（所有田を含む）を借りており、
地権者は自分たちも含めて 96 名になる。元々 1 戸
当たり 30 ～ 40a の飯米用水田である。小作料は他
と同じく 30kg あるいは 5,000 円である。
　2016 年は確実に 50ha 以上になる。生産調整の
割り当ても 18 ～ 19ha になる。
　問題は法人化するかどうかである。議論を続け
てきたがまだ結論がでていない。機構をつかって
利用権集積すれば地域集積協力金が来ることは分
かっているが、圃場整備も遅れ、将来の見当がつ
かないなかで、カネに目がくらんで法人化すれば
良いというものでもなかろうという慎重意見もあ
る。まず圃場整備後の水田でどのくらいの収量が
取れ、収入がどうなるかを確認する必要がある。
この地域は耕谷ファームは入っていないが、中間
管理機構に誰が手を挙げるかも不明である。期間
10 年と言うのは便利だと思う。このような状況下
で、農地が出た場合の受け皿が必要と言うことで、
とりあえず組合長名で機構に 10ha の希望を出し
ている。しかし機構を使うかどうかよりも、まず
は法人化についてきちんと考えることが先決とし
ている。
　⑤今後
　後継者確保が最大の課題である。雇用を入れる
必要があるが、それだけの収益が上がるか、また
人を探すのも大変だ。若いメンバーが年長者と話
が合わないことから辞めていった経験を踏まえる
と、1 人の雇用ではダメで 2 ～ 3 人雇って話が合
うようにしないといけない。閖上ファームは花を
入れているが、それは若い者がいるからで、閖上
町区は高齢化しているので、そこまでやると体が

もたないとしている。
　⑥特徴
　地域の取組み、組織の立上げは決して遅くな
かったが、その後は法人化をめぐり逡巡している
のが現状である。若手が辞めたり死亡したりで、
60 代、70 代のみの高齢集団になってしまったこと
が、法人化の決断をためらわせる背景にあるよう
に思われる。また水田農業のみで、園芸作等の計
画がなく、法人として立上げ後の経営にも厳しい
ものがありそうである。

（5）耕谷アグリサービス（有限会社）

　①エリアと沿革
　大字・下増田の耕谷集落、総戸数52戸、農家40戸、
農地 74ha（水田 69ha）を基盤にする。
　1983 年に開始された圃場整備事業（30a 区画化）
をきっかけとして転作を担う耕谷集団転作組合が
当初 10 戸、後に 6 戸で組織され、麦・大豆の 2
年 3 作によるブロックローテーションが実施され
てきた。
　それが高齢化するなかで集落営農の話が持ち上
がり、生産調整のための耕谷地区生産調整推進対
策協議会を集落農業推進対策協議会（全戸参加）
に切り替え、検討した。「平均 1ha の農業ではやっ
ていけない」ということになり、アンケートをとっ
た結果、8 割方が組織ができたらそこに頼みたい
意向だった。それに対して担い手として手を挙げ
たのが 4 名で、2001 年には高齢化していた集団転
作組合を解散し、2002 年に耕谷アグリサービスを
発足させ、40ha 用のライスセンターを建設して、
2003 年に有限会社化した。有限会社を選択したの
はたんなる機械利用組合ではだめで、冬季も就業
できる園芸作や加工を取り入れ労働の平準化を図
る必要からだった。
　当初は 35ha 程度だったが、表 1 にみるように
大震災前の 2010 年には 73ha に拡大していた。
　大震災ではすれすれまで水が来たが、建物やハ
ウスは無事だった。しかしトラクター 3 台が被害
を受け、これは交付金で更新した。水田は 95％が
浸水した。水は 3 ～ 7 日引かず、除塩を行い、元
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の 30a 区画に復旧した。
　②構成員
　社長 64 歳、法人化前は自作 1.6ha、小作 40a と
水耕栽培のミツバ等に 30 年間とりくんだ。施設
も老朽化し、息子も農業しないということで、水
耕栽培をやめて法人に入った。転作組合当時は参
加しておらず、任意組織発足の時から参加した。
2 年前に三代目社長になる。
　B さん 40 歳、2 代目社長（現農協組合長）の息子。
次期社長の予定。
　C さん 52 歳、入社 4 年目、元はサラリーマン兼
業農家。震災で父と息子を亡くした。
　D さん 68 歳、初代社長で非常勤取締役。
　もう 1 名役員がいたが、事情があり辞めた。役
職定年 65 歳にしている。現社長も来年で B さん
に交替。
　役員は地域平均的な年収を得ている。
　③経営
　機械・施設装備は、トラクター 10 台、コンバイ
ン 3 台、田植機 2 台、大豆コンバイン 2 台、乾燥
機は 50 石 5 台、60 石 4 台、300 石 2 台で、120ha
容量である。
　表 1 に続く 2 年間の主な作付けは次の通り。
　水稲は 2015 年 85ha、2016 年 100ha、大豆は 15
年 40ha、16 年は読めない。麦は 15 年 26ha、16
年も同様。圃場整備、転作のブロックローテー
ションとの関係で増減がある模様である。イチゴ
は育苗ハウス 2 棟だが、縮小予定である。アスパ
ラ 30a、キャベツ 40a、綿花 60a。綿花は塩害に強
いということでコットンプロジェクトに参加して
いる関係である。
　水稲は乾田直播 8ha、湛水直播 7ha である。育
苗ハウスの足りない分を直播でカバーしている。

米価が下がる中でコストダウンの目的もある。ハ
ウス 2 回転は忙しすぎるので乾田直播を行い、作
業分散を図りたいが、代掻きをしないので前作の
籾が残りコンタミを起こす可能性があり、湛水直
播でていねいに代掻きするようにしている。乾田
直播 20 ～ 30ha、湛水直播 10 ～ 20ha にもってい
きたい。
　2005 年に加工場を建設してモチ加工を開始し
た。切り餅を中心に 4 ～ 5t を加工している。カビ
のリスクがあるため地元中心の販売である。伊達
藩の鷹狩の際に切り餅を献上し好評だったという
言い伝えがあり、土質がモチ米に適していて白く
てつやのある餅ができるという。「伊達藩献上耕
谷もち」の名で販売している。モチ米は 25ha か
ら 30ha に拡大予定である。
　水稲の販売は農協出荷が半分以上で、残りの多
くは現物地代用である。モチ米も仙台の餅屋等に
販売している。イチゴは直売、キャベツ、アスパ
ラは農協出荷。資材も農協がメインである。組合
長出身の法人という立場もあろう。
　社員 4 名（うち 1 名は女性で事務）、パート 4
名を入れている。社員は28～38歳、パートは60代、
70 代である。社員は以前にあった研修制度を経て
の就業や実践大学校卒である。現在は実践大卒 1
名を園芸担当にしている。社員はゆくゆく自立し
たい者と 2 ～ 3 年勉強したい者の両方がいる。市
内が 3 名だが、耕谷からではない。社員の中から
法人の役員として次ぐ者が出る可能性もあり、農
業が好きなら OK である。給与は 22 ～ 23 万円で
ある。
　冬場はパート 1 ～ 2 名がモチ加工に張り付く。
時給は 750 ～ 850 円である。

2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

利用権
73ha 73ha 91ha 109ha 123.9ha
78 戸 78 戸 101 戸 124 戸 145 戸

水稲 49.9ha 45ha（以外は不作） 40ha（25ha 不作） 78ha（受託含） 95ha（受託含）
大豆 35.7ha 60ha 38.6ha 39.5ha 41ha
麦 26.7ha 37.2ha（全滅） 作付不可 22.4ha 19.3ha

その他 苺 苺・綿花 苺・アスパラ
キャベツ・綿花

苺・アスパラ
キャベツ・綿花

苺・アスパラ
キャベツ・綿花

表1　耕谷アグリサービスの事業展開

注　法人資料による。
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　④農地
　表 1 では被災後に 2014 年まで年 20ha 弱づつ拡
大している。それは地域に担い手組織がまだ立ち
上がっていなかったからである。それが無償リー
スで（前述のように）立ち上がってきた。現在の
120ha 強は、下益田が 6 割、閖上が 3 割、館腰 1
割である。震災の前後ともエリアは変わらない。
とくにバイパス付近の未整備田が増えており、1/4
ほどになっている。法人としては断りたいが、そ
うもいかず頭が痛い。賃借は全て利用権にしてい
る。利用権にしないと地権者は損をする。小作料
は標準は 30kg あるいは 5000 円だが、同法人は 30
～ 80kg、平均して 60kg、1 万円で、「市の平均並み」
という（30kg とは食い違う。相場と言うことか）。
期間は 5 年にしている。
　中間管理機構を通したものもある。しかし中間
管理機構を通じると白紙委任になるので、耕谷ア
グリに頼みたいというケースは機構を通じないよ
うにしている。今から 10 年という期間は、先の見
通しがたたないなかで正直言って長い。長いので
小作料を低めに設定している。期間 5 年間にして
更新すればいいのではないかと考えている。中間
管理機構を通じるのは閖上からが多く、地域集積
協力金は閖上のために使うことになる。ウチは助
成金目当てではない。
　⑤今後
　水稲で 120ha までやりたい。転作 4 割として
160 ～ 170ha 規模が欲しい。
　⑥特徴
　同法人は、このような順調に規模拡大している。
震災前から法人経営として確立し、かつ震災被害
が相対的に軽微で地域に受け手がいなかったこと

も客観条件として作用しているだろうが、それだ
けでない。
　1980 年代の圃場整備を契機とする集落での営農
の話し合いや転作への組織的な取組みの歴史があ
り、そのなかから集落営農組織が形を整え、経営
陣を確保し、65 歳定年で若返りを図り、園芸作や
モチ加工をとりいれるなど通年就労の条件を確保
し、安定した経営を営んでいることが作用してい
るといえる。企業的法人経営といえるが、根は集
落営農に根ざしている。

3．考察
（1）集落営農（法人）の特徴

　集落営農を「集落等の村落共同体との関わりに
おいて協業を実現し、または実現しようとする組
織」と定義し、「関わり」を呼びかけ、話し合い、
了解（明示・黙示）とすれば、調査した組織は全
て集落営農といえる。しかしそこには濃厚な東北
的な特色があるといえる。ここでは機械的に、大
震災を契機とする組織化と、それ以前からの組織
に分けて、それぞれの特徴を見ていく。
　簡単に各組織の概況を表 2 にまとめた。上半分
がいしのまき農協管内、下半分が名取市の事例で
ある。
　①大震災を契機とする組織
　大震災を契機とするのが D ～ G であり、その他
は震災前からの歴史をもっている。C の法人化は
2015 年に入ってであるが、特定農業団体としての
長い歴史をもっている。
　大震災を契機とする 4 組織は、基本的に地域（大
字・農業集落等）の大半をカバーする予定である。
その地域的特徴は大震災による大津波で集落・農

表2　調査組織の概要

略称 企業
形態

設立
年次 構成員 経営面積

機構借入
水稲・転作以外

申請 2015 年実績
A. 大瓜東部 有限 2007 4 100ha 10.0 5.1ha タラの芽
B. サンエイト 株式 2007 8 100 13.0 2.3 高設イチゴ
C. たてファーム 組合 2015 13 70 100.0 - キャベツ
D. パルファーム 株式 2012 3 150 167.0 9.8 高設トマト・露地
E. ファーム閖上 組合 2014 5 47 50.0 17.0 施設花卉・野菜
F. テクノ牛野 組合 2014 4 50 70.0 29.3 施設・露地
G. 閖上町区 任意 未 4 30 - -
H. 耕谷アグリ 有限 2003 4 126 190.0 4.2 施設・露地・餅加工
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地が壊滅的な打撃を受けた点である。いわば「む
ら」がなくなるような打撃を受けた地区であり、
そこでの土地利用型農業は何らかの集団による再
建しか道がなく、集落営農（法人化）がなされた
といえる。いずれも震災前にさかのぼるようなし
かるべき前身組織をもたない。つまりあまり協同
の経験のない地域である。また沿岸部の半農半漁
村が多く、概して農家としては小規模であり、兼
業や園芸作（花卉・野菜）に取り組んできた。
　これらの地域では、行政や農協等が、担い手の
育成と並行して交付金事業で施設・機械の農場ワ
ンセットを整え、担い手組織に無償貸与し、将来
的には無償譲渡する方式が取られている。行政が
器（施設・機械）を用意し、地域で一つの立ち上
げられた集落営農（法人）がその器に入り、当該
組織に機構を通して農地を集積することで地域農
業の再建を果たそうというものである。
　その際に、名取市の E、F、G は土地利用型農
業用のワンセットだが（F は花卉栽培に取り組む
が、それは育苗ハウス利用）、D は土地利用型農
業 100ha に高設栽培（野菜工場）がプラスされた
点が大きく異なる。
　そこでの課題は、誰が器に入るか（誰が担い手
になるか）、器の経営をいかに軌道に乗せるか、器
をどのように継承するか、である。
　経営のあり方からみていきたい。組織の社会的
使命は何といっても地域の農地をどう維持するか
で、土地利用型農業の担い手になることであるが、
今日の土地利用型農業が水田農業（水稲 + 麦大豆
転作）のみではなりたたず、何らかの集約作や 6
次化を要することはいうまでもない。その点は、
表 2 にみるように、G を除きすべての法人が追及
している。
　その点で注目されるのは D である。いしのまき
管内では、前述のように交付金等による高設栽培
が他にも用意されたが、それらは高設栽培のみで
土地利用型農業は行わない。野菜工場は黒字の例
がないともいわれ、土地利用型農業だけでは成り
立ちにくくなりつつある法人経営を支える集約作
の一つと言えるが、逆に経営の足をひっぱる恐れ

もある（調査事例では B が高設栽培を取り入れて
いるが、調査の限りでは経営的な問題は聞かれな
かった）。土地利用型農業の取り組みが本格化し
ていくなかで、野菜工場とどう両立させるかが課
題である。
　次に、誰を担い手として特定するかについては、
事例にみたように、それぞれかなりの紆余曲折を
経たようであるが、そこに一定の傾向があるわけ
ではなく、地域の特性を踏まえた地域での話し合
いの結果といえる。しかし法人を立ち上げたこと
により紆余曲折が終息したわけでなく、構成員は
いわば行政が用意したワンセット農場の店子とも
いえる。
　名取市の 3 法人についてみると、E は花卉・水
稲複合経営農家と定年帰農者、F は元・現の兼業
農家集団、G は高齢者集団である。いずれもほぼ
定年（経営移譲）後農業といってもよく、地域か
らの負託に応えるには法人としての持続性が不可
欠であり、後継者確保が急務になる。それを雇用
を通して確保しようとすれは、それだけの経営力
がもとめられ、また雇用者を後継者に仕立てあげ
るには時間を要する。
　東松島市の D も含めて、担い手組織は農地の合
理的集積、経営の安定化、後継者確保という三重
の課題に一度に立ち向かわねばならず、地域、行
政、農協の理解が不可欠である。
　②大震災前からの組織
　大震災による壊滅的な被害を受けず農家・農地
が残ったところ（東北的な農業構造が残ったとこ
ろ）では、個別の担い手がおり、簡単に集団化に
はいかなかったものと思われる。そのようななか
で、調査した法人が組織化に至った契機をみると、
圃場整備に伴う補助事業がらみの機械の共同利用
や集団転作のとりくみによるものが多い。また C
や D は品目横断的政策も絡んでいる。
　組織の大きな特徴は、第一に、いずれも少数の
農業者を構成員とする点である。その点は①の組
織も同様である。いいかえれば西日本的な集落ぐ
るみ組織はみあたらない。C が 13 名と多いが、協
業組織としての絞り込みに至っておらず、それぞ
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れの構成員が自分の経営農地を組織に持ち込んで
作業する枝番集落営農に近い。
　第二に、畦畔・水管理の地権者戻しがみられな
い点である。多くの集落営農はそれが法人化され、
利用権の設定を受けるようになっても、畦畔・水
管理を地権者に戻し（作業委託し）、小作料に匹
敵するような相当額の作業料金を支払うケースが
多い。利用権であっても機械作業委託に近い関係、
自作部分を残した貸付ともいえる。その背景には、
いうまでもなく地権者側にまたそれだけの作業能
力が残されているということがある。
　しかる今回の調査では、そのような事例は皆無
だった。それは地権者に作業能力が残されていな
いというよりも、完全離農（あるいは園芸作特化）
し、水田は完全に組織に任せた結果と思われる。
中途半端な規模の農業にはこだわらない（こだわ
れない）という状況である。
　この二つの特徴を合わせると、農業継続者は集
落営農へ、離農者は完全離農へ、という分化が進
んでいるといえる。言い換えれば、そういう分化
が進んだところで集落営農が可能になり、さらに
集落営農化が農家分化を決定的にしたといえる。
このような特徴は、とくに東北の集落営農（法人）
に顕著だといえる。
　東北では、相対的に規模が大きいこともあり、
なお個別経営が根強く残存し、集落営農の展開が
遅れ、今日、集落営農化、その法人化に取り組ん
でいる。そのなかで調査地域は前述のように半農
半漁村等の歴史を背景に相対的に規模が小さく、
そのことが集落営農化の一つの契機になったとい
えるが、農家の分化の点では東北的な特徴の中に
ある。
　東北では、集落営農か個別経営か完全離農かの
分化が進んでおり、その間の農地の利用調整が焦
眉の課題になっている。
　③組織の課題
　組織の経営的な特徴を見ると、第一に、前述の
ように、水田単作（水稲＋大豆転作）は G のみで、
他は何らかの園芸作や餅加工等を取り入れている
点である。もはや水田単作的な形では組織は経営

的になりたたないといえる。
　第二に、直播と飼料米への取組も共通している。
前者は省力化に不可欠であり、後者は国による生
産調整の配分の廃止をにらんだ対応である。
　第三に、雇用の導入をめぐっては対応は分かれ
ている。調査組織で雇用をいれているのは典型的
には高設栽培（野菜工場）に取り組む B や D、そ
して餅加工に取り組む H である。しかし前述のよ
うに、その他の組織も早晩、雇用の検討が避けら
れないものが多く、果たしてそれに耐え得るかが
問題になっている。
　その点で注目されるのは A、B、H である。法
人化が早かったこともあるが、構成員の世代交代

（若返り）がなされていることである。現メンバー
が高齢化・リタイアした後は雇用に頼らざるを得
なくなるのではなく、構成員農家における世代交
代が組織のそれにつながっている。安定的な組織
化がそれを可能にしたとも言える。しかしその他
の組織についてもそのようなことが可能かは難し
いところである。
　なお構成員農家の世代交代により集落営農法人
の後継者が確保されていくのは、集落営農が構成
員の純粋な個人の集合と言うより、なお「農家」
の集合の面をもつことの表れともいえる。これま
た東北的な特徴といえる。そのような「農家」が
崩れていく地域では後継者を雇用者として確保し
なければならなくなる。
　雇用型経営化の点では、B や G の年齢構成への
配慮は重要である（G の場合は構成員の年齢構成
だが）。一般的に法人経営については、とくに会
社法人については、一国一城の主だった農業者は
企業的な指揮命令系統に不慣れな面もあり、企業
経営ノウハウの伝授が不可欠な指導項目になって
いる。また調査対象にはみられなかったが、雇用
型農業経営における雇用者の定着率が低く、労務
管理面での不慣れも見られる。また、B のように
機関が新規就農者の育成・訓練をしてくれという
要求もある。

集落営農法人化と農地集積　―　被災地の事例　― 87



（2）農地中間管理事業の課題

　①地域における利用状況
　歴史の古い組織は既に地域の相当量を集積して
おり、今後の追加的な規模拡大については、制度
上、あるいは地権者の利益確保ということで、同
事業を利用することになる。
　C のような任意組織として特定作業受委託形式
をとってきて、実態的にも経営農地・農機持ち寄
り式で枝番集落営農に近い組織が、法人化し、従
来の形式を利用権設定に移し替えようとしている
場合、あるいは D や名取・閖上の三事例にみられ
るように、いわば更地状態化したところで圃場整
備中の一時利用指定から換地処分の完了を見越し
て利用権設定に移行しようとする地域では、中間
管理事業のメリットを法人、地域、地権者が享受
しうる立場にある。しかしそのことが必ずしも強
く意識・計算されつつ取り組まれているわけでは
ない。極端にいえば、機構事業があろうとなかろ
うと法人への利用権設定は、いわば地域ぐるみの
事業として取り組まれていくことになろう。より
一般化すれば、同事業のメリットは、任意集落営
農の法人化、作業受委託形式（実態としては全作
業受委託で用益権の授受と変わらないかも知れな
い）の利用権化、が課題になっているところで遺
憾なく発揮されることになろう。
　規模拡大途上の担い手農家が競合状態にあり、
そこでの利用権設定を促進しつつ、かつ作り交換
的な利用権再調整が求められているような地域
が、制度設計の想定かも知れない。本稿の事例で
も、名取市は H が早期に展開し、他に適当な受け
手がいないことから、拠点大字以外にも事業展開
せざるをえなかった地域で、後から当該地域にも
法人がたちあげられた場合、関係組織は作り交換
の必要性を感じている。しかしそれに本格的に取
り組むには、既存の利用権を機構に付け替え、再
配分しなければならず、それだけの取引費用を支
払って取り組むだけのメリットが強く自覚される
必要がある。
　被災地域は、地域一帯の圃場整備事業に取組中
であり、そこで 1ha 区画、パイプライン化が実現

すれば、圃場分散の程度が低まり、また分散圃場
の畦畔・水管理労働の負担が大幅に軽減する。い
いかえればそのような圃場条件が整っていないと
ころで、それをカバーするために機構事業が利用
される可能性はある。しかしそこでの真の課題は
高齢化・労働力不足下にいかなる圃場条件を確保
するかにあろう。
　②機構事業の使い勝手―期間設定
　結論的にいって、使い勝手がよいとはいえない。
共通する難点は利用権の設定期間を 10 年にしたこ
とである。今回は担い手サイドに対する調査だっ
たわけだが、設定を受ける借り手の方が 10 年を
望んでいない。
　恐らく 10 年という期間設定は、利用権が登場し
た当初から短期賃借権という性格を与えられ、そ
のことにより地権者が貸しやすくなるとともに、
耕作権が弱まることにより借り手の経営の不安が
懸念され、長期賃貸借化が理論的に追求されるべ
き課題とされた。
　しかし、ほかならぬ農地制度が短期間に変更さ
れ、米価が長期低落傾向にあり、貸し手・借り手
双方の高齢化が進むなかで、賃借期間長期化 = 経
営不安定化に転じたともいえる。たしかに米価が
下がれば、長期賃貸借の期中に小作料を改訂する
ことはできるが、期中は小作料を固定することが、
地権者の安心を得ることでもあり、その結果とし
て借りやすくなることでもあるとすれば、10 年と
いう長期利用権はそのリスクヘッジとして小作料
低額化を伴うことになりかねないことが指摘され
ている。
　それよりも例えば 5 年という中期をとり、更新
に当たり小作料も見直していった方が合理的かつ
安定的と言える。地権者にまだ自作の余力が残さ
れており、また地域に借り手が複数いるという状
況下では、地権者が自作する、貸し先を変える条
件を確保するために短期化を望み、結果として借
り手の経営の不安定化をもたらすことはありえた
だろう。しかしそのような条件のある地域は限ら
れてきたのではないか。
　そして大切なのは、今や借り手側が 10 年は長
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すぎるとして 5 年程度への短縮を希望している点
である。さすがに 3 年では短すぎ、不安定化する、
という声はある。要するに制度として借り手が望
ましい期間設定をすることである。もちろん機構
は建前として白紙委任であるし、実態的にも予め
一人一人の借り手ごとに期間設定することなどは
できないが、その点は農業委員会での話し合いや

「人・農地プラン」の策定過程で関係者同士の話
し合いが十分に可能である。行政が公共政策の遂
行者として、明らかに問題のある点は排除するこ
とは意味があるが、何がより望ましいかという相
対関係にまで事細かく一義的な条件を付すのはふ
さわしくないといえる。
　③事業の手法―白紙委任など
　白紙委任についても、「機構に貸したら誰に貸
されるか分からない」という不安を呼び起こして
いる。それは制度設計の経過上、避けがたかった
かった条件かも知れないが、地域での運用を通じ
て克服したい点である。
　問題は、「地域」の取り方にもよる。本調査の
場合、ほぼ農業集落あるいは大字（藩政村）単位
に担い手組織が一つつくられ、そこへの集積が進
む関係にあり、白紙委任が借り手を左右する余地
他は乏しい。しかし H のように、他地域に担い手
がいなかったが故に、その地域にも進出せざるを
えなかった事例などでは、今後の白紙委任の具体
的な「地域」の取り方によっては、借り手として
排除されかねない。複数の借り手がいて、耕作上
の団地性、連坦性を考慮した合理的な農地配置が
できるためには、関係者間の調整が欠かせないが、
その場としては既に「人・農地プラン」がある。
結論的に言って、「人・農地プラン」の策定エリア
と機構事業における地域集積協力金交付の「地域」
を一致させることが望ましいのではないか。いう
までもなくいずれかの「地域」が先行するという
ものでもない。地域において制度をすりあわせて
一致させることであり、それはたいがいの地域で
既になされていることかとも思う。
　もう一つクレームがついたのは公社がとる手数
料である。公社としては手数料をとらざるをえな

いが、払わされる方としては手数料の具体額より
も「手数料」なるものへの反撥がある。機構事業
をめぐっていろいろな予算が仕組まれているが、
一件当たり絶対額として少額な手数料に対する反
撥から機構事業が進まないとしたら、もったいな
いことである。予算はこのような点につけること
はできないのか。
　機構事業の実際を担う者としては、調査の限り
では農協の果たす役割が大きかった。農業委員、
農地利用最適化推進委員といったあり方は、点を
つなぐ方式であるが、今や農地集積は点というよ
り面をどうするかに課題が移行している。そのよ
うななかで農業委員会の課題を再設定すべきだろ
う。
　調査をしていて実感したのは、中間管理事業の
成否は地権者の理解にかかっている点である。地
権者の多数が潜在的出し手に転換しているという
客観的事実に寄りかかり、そこに金銭的インセン
ティブを付与すれば足り、後は担い手の集積効果
を追求するのみという構えでは、現実の農地は動
かない。関係機関は地権者理解への注力を強める
べきで、その際に、いかなる場・者が有効かが問
われる。
　最後に、本調査ではないが、「県農地中間管理
機構」の「県管理」に対する反撥も聞こえた。そ
こでは農業委員会が農業委員の補助員を全集落に
指定し、農地を貸したい者はまず補助員に申し出
る仕組みを長年にわたり動かしてきており、実績
を上げている。「農地は地域で我々が管理してい
る。それを県に管理されるいわれはない」という
ものである。かつて農地管理事業団構想が「貧農
切り捨て」という非難の下に潰えたが、管理社会
である日本における「管理」という言葉にはいろ
いろな手垢がこびりついている。県機関が実際に
担っている機能は何か。それは「中間管理」なの
か、それとも「中間保有」なのか。名が体を表す
に越したことはない。筆者には農地保有合理化事
業が、従来の所有権のみならず利用権も含めてフ
ル稼働する仕組みがようやく普遍化したように思
われる。
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（補足）都市農業と機構事業

　その後、筆者は京都府南部の都市農業地域で農
地市場に関するヒアリングを行ったが、そこでの
知見を追加しておきたい。
　①これらの地域では残存小作地も少量ながら継
続しており、60 代以上の世代には「ハンコを付
いたら耕作権が発生する」という意識がなお消え
ていない。このような警戒心に対して、農地中間
管理機構を通じる貸し付けでは、そのようなこと
が起こらないことを公的機関が保証する意味があ
る。
　②都市農業として高度成長期・バブル経済期に
大阪等からの入り作が相当量あったが、現在は入
り作者も高齢化し、持て余し気味で、簡単に売却
もできない。そのような農地を機構が引き受けて
地域で借り手を探す意味がある。
　③新たな入り作問題ともいうべき、相続による
市外都市在住者による農地所有権取得がある。地
元に確たるつてがあればともかく、誰に耕作を依
頼してよいか分からないケースもある。法改正で
相続については農業委員会に報告することになっ
たが、その機会を利用して機構につなげることも
有効利用につながる。
　④同じく、市外からの新規参入者の受け入れ（農
地取得）に当たっては、機構を通じることが地権
者の安心につながる。
　⑤都市化地域では調整白地農地もみられるが、
機構事業は農振地域が対象である。建前論として
は機構を活用したければ農振地域の指定を受けれ
ばよいということになるが、それが現実に難しい
から調整白地になっているのであり、建前論を繰
り返すよりも、白地の優良農地にも機構事業を展
開差し支えないのではないか。
　以上は面的集積に必ずしもつながらない。しか
し露地・施設野菜等を中心とする都市農業にあっ
ては平場水田地帯のような面的集積が課題になっ
ているわけではなく、点在農地を農地としていか
に維持するかが現実的課題である。機構事業はそ
のような多面的な地域要求に即応することによ
り、日本の農地・農業を守ることに貢献するので

はないか。

（あとがき）調査に当たっては、JA 石巻営農販売部、
名取市農林水産、調査組織各位、庄子喜幸（みや
き農業振興公社）、深谷成夫（全国農地保有合理
化協会）、京都府農業会議の皆さんのお世話になっ
た。記して深く感謝したい。
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