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[調査論文]

―

農業担い手の新たな展開

土地集積・耕畜連携・地域協働の実態を鳥取県八頭町にみる
（一財）農政調査委員会・客員研究員
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（2）注目すべき経営の特徴―「地域社会に貢献する」
地域農業経営体＝社会的農企業
７．地域協働・循環と地域の持続可能性
（1）
「持続可能性」と「共生」の視点からみた地域協働・
循環の特徴
（2）地域の持続可能性を確保するために

中心に
（1）県畜産農協の八頭町における位置
（2）
「生消連携」の内容と歴史

１．本稿の課題と考察視点
農業・農村の持続可能性の確保が問われている。

（3）
「耕畜連携・循環」の運営内容

農業の担い手が高齢化・減少するなか、農地中間

（4）
「地域連携・協働」の背景と取組

管理機構を活用するなどして、農地を担い手に集

４．船岡農場―集落を基礎に組織化した資源管理型地
域農業経営体

積して「効率的で安定的な経営体」を地域に作り出
すこと（担い手と一定所得の確保）
、耕作放棄地を

（1）経営概要

再生しつつ地域の農業資源等を保全管理し、農村

（2）経営の特徴―農家の自由度を保ちつつ規模のメ

地域社会の活力を取り戻すことが求められている。

リットと地域資源管理を実現
（3）経営のもうひとつの特徴―「地域農業経営体＝社
会的農企業」としての新たな挑戦
（4）船岡農場の設立過程―徹底した話し合いで「地域
農業経営体」を設立
（5）今後の課題
５．田中農場―土作りから始まったビジネス型地域農

本稿では、こうした課題への取組に大きな意味
を与える農業担い手の新たな展開・挑戦の事例を
考察するともに、そこから教訓と今後の課題につ
いての示唆をえる。その際、いま求められている
地域の持続可能性（3 つの持続可能性）に着目し
つつ、
〈コミュニケーション・合意・協働という
一連の合目的的行動・行為〉
（＝共生）の視点か

業経営体

ら地域連携・協働の実態、新たな展開・挑戦の内

（1）経営概況

容を明らかにする。また、地域の持続可能性の確

（2）注目すべき経営の特徴―徹底した土作りと輪作体

保に必要な今後の課題について提起する。

系による大規模水田営農
（3）田中農場の設立過程―農場を支える土づくりと
耕畜連携

本稿における「持続可能性」と「共生」の視点 1
とは何か。詳細に示せば表 1 のとおりである。本
稿では、考察の「基準と指標」
（視点）のうち、考

（4）今後の課題
６．開発センター―農協等が発議した資源管理型地域
農業経営体
（1）経営概況

1．詳しくは、矢口芳生『共生農業システム論』
（
「矢口芳生
著作集」第 7 巻）農林統計出版 , 2013, pp.406-414. を参照
されたい。

田環境保全、鳥獣害対策等。

農場構成員
半常勤者、集落支援員、
非常勤者、アルバイト等。

鳥取県畜産農協

東部畜産振興会

JA鳥取いなば船岡支店

ふなおか共生の里づくり推進協議会

（注）2015年11月および12月の聞き取り調査、船岡農場「定期総会」資料等により筆者作成。
は一体的運営、
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は連携等を示す。
表1

分析の「基準と指標」（共生農業システムの基準と指標）

A. コミュニケー
ション・交流

表1 分析の「基準と指標」（共生農業システムの基準と指標）
1．健全な自然の地域循環 2．健全な経済の地域循環 3．健全な風土・文化の地域
（環境）
（経済）
循環（社会）
1.A 耕作・栽培・飼育・環境 2.A ネットワーク・信頼関係 3.A コミュニティ・土地柄の形
の形成
成（地縁・血縁含む）
保全の過程
①地域の土壌・水資源・農地面積・
森林面積等農業資源の調査
②生き物・生物多様性（生態系・在
来種・地域特定種）の調査
③災害頻発地域・農業資源劣化面
積（耕作放棄）の調査
④地域環境適合的な作物・家畜等
の選定・再考
⑤守るべき自然環境及びその地域
の指定・再考

①栽培・販売上のネットワーク・技
術交流（生産部会・組合）の促進
②異業種交流の促進
③地域適合的（高収益）な戦略作
目の選定・再考
④カントリービジネス（6次産業化）
等の可能性を探る地域開発セミ
ナー・検討会議の開催
⑤経営安定・収益向上等に関する
経済セミナー・経営相談会の開催

①お祭り等文化行事への参加の促
進、地元料理・伝統食の継承
②文化財等の保全のためのセミ
ナー・検討会議の開催
③防災セミナーの開催
④地域住民の日常的なコミュニ
ケーションの促進
⑤地域間交流の促進
⑥憩いの場・避難場所・会議場等
の設置
⑦農業者・地域住民の要望吸収の
場の設定
⑧ボランティア活動やコミュニティビ
ジネスの促進

2.B 収量・収益増大の方法 3.B コミュニティ・土地柄の維
確立、互酬性の規範作り
持・保全（福祉・生活の質の
①地力増強のための耕作・栽培指 ①農業経営目標の策定
向上）のルール確立
1.B 耕作・栽培・飼育・環境
保全の指針確立

B. 合意・納得

針の作成
②地域適合的農法の指針の作成
③土壌・水資源の保全地域の指定
④土壌・水資源保全の技術指針の
作成
⑤有機栽培指針の作成
⑥適正農業生産規範の作成
⑦環境保全規範をもつ栽培指針の
作成
⑧環境保全規範をもつ栽培協定の
作成

②高収益作物（家畜）の地域適合
的栽培（飼育）体系の確立
③個別経営及び地域の販売戦
略・税対策の策定
④生産物販売の個別販売及び組
織販売の割合
⑤地産地消及び地域外出荷の割
合
⑥サービス農業（レクリエーション
型農業）展開の戦略の策定
⑦地域適合的戦略作目の高収益
のための戦略の確定

①自然景観・田園景観・家並み等
の地域景観を保全する地域協定の
策定
②山林・耕作放棄地の荒廃防止、
里山保全の地域協定の策定
③お祭りや文化財の保全のための
地域協定の策定
④憩いの場・避難場所・会議場等
の利用規則の策定
⑤農業者・地域住民の要望吸収シ
ステムの確立

1.C 確立された指針に基づく 2.C 互酬性等の規範に基づ 3.C 合意されたルールに基
く行動
づく行動
行動

C. 協働・協創・
協生

①1.Bの指針・協定等に基づく地域
ぐるみ・パートナーシップ等推進形
態の確立と行動
②作成した指針・協定等の点検と
改善
③適正農業規範（GAP）・適正農業
生産規範の実行

①2.Bの指針・協定等に基づいて
個別農業経営体及び組織農業経
営体の地域ぐるみ・パートナーシッ
プ等推進形態の確立と行動
②策定した規範・戦略、農業経営
目標等の点検と改善
③ビジネスに関する情報の共有と
対応

①3.Bの指針・協定等に基づいて個
別農業経営体・組織農業経営体及
び地域住民による地域ぐるみ・パー
トナーシップ等推進形態の確立と行
動
②策定した指針・協定等の点検と
改善
③ボランティア活動やコミュニティビ
ジネスの展開
④農業者・地域住民の要望の実現

（出典）筆者作成。矢口芳生『共生農業システム論』（「矢口芳生著作集」第7巻）農林統計出版, 2013, p413. による。

（出典）筆者作成。矢口芳生『共生農業システム論』（「矢口芳生著作集」第 7 巻）農林統計出版、2013、p413. による

察対象の組織に特徴的な 3 点に着目して記述する。

く地域住民全員で解決しなければならない状況に

あらかじめ示せば、①資源・農地の地域循環と保

あるためだ。

全、耕作方法・農法等（環境的持続可能性）
、②

地域の実情を考察し、地域にあった連携・協働・

各種のネットワーク・連携の構築、多様な経営方

システムを検証するには、そのための「基準と指

法、法人および地域経済の自律と循環等（経済的

標」
（表 1 参照）が必要である。そこで、調査地

持続可能性）
、③コミュニケーション機会の確保、 （考察対象地）の選定および「面談・聞き取り調査」
地域の雇用と交流、耕作放棄地への対応、協定の

にあたっては、
「基準と指標」を踏まえた主体に

重視等（社会的持続可能性）
、である。

関する次の項目 2 にとくに留意した。

また、なぜ「地域連携・協働」なのか。
「地域」

①対象範囲はネットワークかアソシエーション

という生活空間における質・アメニティの維持・

かコミュニティ（地域共同体）か。②解決すべき

向上、矛盾・問題の改善・解決のためには地域住

目標・課題は何か。③何を契機にコミュニケーショ

民による連携・協働が必要であるからだ。農村に
おいても生活の一環としての農業や地域資源があ
り、この荒廃が今日急速であり、農家だけではな

2．矢口芳生『農と村とその将来―規制緩和農政を超えて』
農林統計出版 , 2015, pp.97-101.

は作業連携・実働、
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ン・交流に至ったのか（日常的契機・根源的契機）
。

置し（図 1 参照）
、周囲は 1,000m を超える山々に

④どのように合意・納得に至ったのか（契機）
、合

囲まれている。これらの山々を源流とする八東川

意の意味とは何か。⑤ネットワーク、地域経営体・

が町の中央を流れる。八東川の両岸には水田が広

アソシエーション形成の過程と契機・意義は何か。

がる。

⑥ネットワーク、地域経営体・アソシエーション、

八頭町は、2005 年 3 月に旧郡家町、船岡町、八

コミュニティ内のキー・パーソン（リーダー、マ

東町が合併し誕生した町である。因美線郡家駅か

ネージャー、コーディネータ）の形成過程、役割、

らのびる若桜（わかさ）鉄道線と国道 29 号線が

意義、
キー・パーソン 3 者の関係性とは何か。⑦ネッ

町の中央を走り、旧 3 町は歴史的にも文化的にも

トワーク、地域経営体・アソシエーション、コミュ

深いつながりをもって今日に至っている。人口は

ニティの性格（構造・性格分析）は何か。⑧協働

1980 年代後半に減少に転じ、2010 年現在 18,428

への契機、その自律性・持続性を高める要素は何

人（国勢調査、
2015 年 8 月 1 日現在 18,008 人、
6,023

か。⑨目標・課題はどこまで解決・改善できたのか。

世帯）
、産業人口は第 1 次産業が比較的多く 21％、

⑩残された課題、新たな目標・課題は何か。

第 2 次産業が 34％、第 3 次産業が 45％である。

本稿では、鳥取県八頭町およびその周辺におい

八頭町は全域が中山間地域に属し、稲作を中心

て展開する次の 4 つの事例・組織を扱う。①鳥取

に梨、柿等の果樹栽培が盛んである。近年は白ネ

県畜産農業協同組合（以下「県畜産農協」
）の取

ギ、アスパラガス等の野菜栽培が増えている。農

組、②八頭町船岡地区の農事組合法人・八頭船岡

家戸数も経営耕地面積も減少傾向で、農林業セン

農場（以下「船岡農場」
）の経営展開、③船岡農

サスによれば、農家戸数は 2000 年の 1,938 戸か

場とは違った展開をみせる同町郡家（こおげ）地

ら 2010 年には 1,586 戸（専業 18％、第 1 種兼業

区の有限会社・田中農場（以下「田中農場」
）を扱

10％、第 2 種兼業 72％）に減少、経営耕地面積は

う。④補足的に有限会社・こおげ農業開発センター

1,631ha から 1,419ha に減少した。水田稲作の標準

（以下「開発センター」
）を扱う。紹介する内容は、
とくに注記しない限り、2015 年 11 月および 12 月

収量は 10a 当たり 511kg である。
農業就業人口、若年就農者ともに減少した。

に実施した「面談・聞き取り調査」および現地収

2000 年の農業就業人口は 3,092 人、内訳が 50 歳未

集資料による。

満 14.0％、60 歳以上 76.2％であったが、2010 年に
は 2,222 人、同 5.3％、85.0％となった。経営耕地

２． 鳥取県八頭町の概要と農地集積・地域
連携の状況

層が 77.8％、3ha 以上層が 0.9％であったが、2010
年には同 79.5％、1.3％となった（法人参加農家も

（1）八頭町の概要と土地集積の状況
八頭町は、鳥取県の東南部、鳥取市の南部に位
図1

面積の規模別シェアをみると、2000 年は 1ha 未満

カウントの可能性）
。

鳥取県八頭町の位置

図1 鳥取県八頭町の位置
郡家地区
八東地区
船岡地区

八頭町
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八頭町における農地の流動化は鳥取県内では

焦点を当てている。また、
新チャレンジプラン「美

突出している。2014 年度の農地流動化の内訳を

しい自然、農・食・人が彩るフードタウン八頭」
（県

みると、売買・贈与（農地法第 3 条）が 12 件・

1/3、町 1/6 の補助）を策定して、船岡農場を中心

10.9ha、賃借権・使用貸借権設定（農業経営基盤

とした船岡地区の取組を全町の取組（
「八頭農場」

強化促進法第 18 条）が 1,089 件・444.9ha となっ

の設立等）につなげようとしている。

ている。
2014 年 1 月から 12 月までに締結（公告）され
た農地の賃貸借、使用貸借の賃借料は次のように

（2）八頭町における耕畜連携・地域連携の構図
本稿で考察する 4 つの経営体・組織は、農畜産

なっている（農地法第 52 条に基づく情報提供）
。

業もしくはその関連産業を軸として地域の連携・

郡家地区は最高額が 18,400 円、最低額が 500 円、

循環的な取組を構築し、農地の規模を拡大し、地

平均額が 7,400 円であり、船岡地区は同様に 10,900

域資源を維持管理しつつ地域および各経営体・組

円、1,200 円、5,000 円、八東地区が 15,000 円、1,900

織の持続可能性の確保に貢献している。4 事例の

円、
7,700 円であり、
八頭町平均では 6,700 円である。

ポイントは、各経営体・組織間において連携・協

土地改良費、水利費等は地権者が負担する。

働していること、各経営体・組織と兼業農家・貸

2014 年度の農地中間管理事業に関わる面積、機

し手農家、さらには消費者とも連携・協働してい

構集積協力金についてみると次のようである。地

ること、これが活力の維持につながっていること

域集積協力金は、郡家地区が集積面積 29.8ha、協

である。これらを背景に、新たな取組にも挑戦し

力金額約 980 万円、八東地区が 24.5ha、686 万円、

ていることである。

船岡地区が 257.7ha、約 7,215 万円である。経営転

八頭町は、一部の平坦部を除けばほとんどが中

換協力金は、郡家地区が 6 人、200 万円、八東地

山間地であり、担い手の高齢化・不足、それに伴

区が 6 人、180 万円、船岡地区が 54 人、2,120 万

う農業の生産および地域資源の保全管理が大きな

円である。また、耕作者集積協力金は郡家地区が

課題になっている。こうしたなか、大きな鍵を握

1 人、331a、約 66 万円、船岡地区が 12 人、536a、

りつつあるのが、担い手組織・法人の再編、既存

約 107 万円であった。八頭町全体の機構集積協力

法人の広域化、担い手組織・法人の地域における

金の合計額は約 1 億 1,555 万円に達する。

連携・協働である。八頭町およびその周辺におい

この農地借受の中心的な主体は町内の農業生

ては、法人等の新たな展開がみられる。

産法人である。主な法人として、有限会社の田中

とくに注目されるのが、地域の土地集積、耕畜

農場（後述）
、開発センター（後述）
、農事組合法

連携、地域連携・協働が定着していることである。

人の船岡農場（後述）
、やまのうえ（郡家地区・

あらかじめ要点を述べれば、
「3 つの地域連携・協

約 25ha 規模）
、日田農業生産組合（八東地区・

働」があり、これらを原動力として地域の活力を

約 25ha 規模）
、麻生農園（郡家地区・約 6ha 規

維持していることである。この「3 つの地域連携・

模）がある。これらの法人を含む 2ha 以上の担い

協働」の要となっているのが八頭町に隣接して本

手農家に約 630ha が集積され、経営耕地面積の約

部をおく県畜産農協であり、船岡農場、田中農場、

44％を占める。他方、耕作放棄地が 2014 年度現在

開発センター等の各組織との連携・協働、さらに

18.8ha 存在しているが、2009 ～ 2013 年度までに

各組織それぞれの独自の連携・協働と相まって、

7.5ha を再生・利用している。

地域の農業経営、資源管理、そして地域の活力を

こうしたなか、
町は地域創生の「総合戦略」
（2015
年 9 月）を策定し、農業関係としては耕作放棄地

維持・発展させている。このもとで農地の集積も
非常に進んでいる。

の有効利用、6 次産業化、農業者の定住支援、果

なお、本稿では「JA 鳥取いなば」に関しては

樹栽培の後継者養成、鳥獣害対策の促進に施策の

直接ふれないが、
「JA 鳥取いなば」も船岡農場や
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開発センター等の集落営農組織の設立に大きく関

人がそれぞれ独自の連携・協働することによって

わってきた。そして現在は、船岡農場をはじめ八

地域の農業と資源管理等を行っている。この全体

頭町内の農業生産法人、農家を構成員とする八頭

像を示したのが図 2 である。

町全体をカバーする「八頭農場」の設立、地域農

県畜産農協が地域の畜産業を基礎として加工・

業の再編に向けた町の上記「新チャレンジプラン」

販売を行い、また農畜産加工品を直接消費者に届

策定等の活動を展開している。
「八頭農場」の設立

ける産直・直売所・直営レストラン等を運営し、

のねらいは、町の「新チャレンジプラン」の推進

さらに地域の各組織による農畜産物の生産や農畜

とともに、船岡農場方式をモデルとして町全体の

産副産物の有効利用を行う等、地域の農畜産資源

組織に発展させ、町としての農産物等をブランド

の循環構造を作り上げる「要」的な役割を果たし

図1 鳥取県八頭町の位置

化し、若い担い手を育成強化することにある。

ている。八頭町における法人各組織や県畜産農協

さて、
「3 つの地域連携・協働」とは、第 1 に県

の取組は、生産額はじめ地域雇用、地域資源の保
郡家地区

畜産農協と生協を介した耕種農家・酪農家・和牛

全管理、さらには地域の活力に大きな効果をもた

農家と消費者との生消連携、第 2

八東地区
船岡地区
らしている。
に県畜産農協の

八頭町

子会社である「
（株）東部コントラクター」およ

「3 つの地域連携・協働」が作り出された背景に

び東部畜産振興会・各地区飼料稲生産営農集団を

は、地域の農業担い手の高齢化と不足による耕作

介した地域の耕畜連携・資源循環、第 3 に県畜産

放棄地の増大、資源管理の必要性、キー・パーソ

農協・JA 鳥取いなば船岡支店などの地域組織で

ンの存在等があった。そして、県畜産農協や JA

構成される「ふなおか共生の里づくり推進協議会」

鳥取いなば等が地域社会において大きな役割を果

を運営主体とする地域連携・協働である。こうし

たしていること、県畜産農協の設立経緯や耕畜連

た連携・協働をもとに、八頭町の各農業組織・法

携も大きく関わっている。

図2

鳥取県八頭町周辺における農業関連の地域連携・循環
図2 鳥取県八頭町周辺における農業関連の地域連携・循環

鳥取県畜産農協
（1987年東部畜産農協を改称）

消費者

直売所（食肉・牛乳・地場野菜等）
レストラン（「焼肉工房パオ」）・生協・スーパー・総合農協
と連携したテナント方式の直売所出店
学校給食

京都生協、
鳥取県生協、等
食肉センター
（と畜・枝肉に）

大山乳業
（集乳・処理）

食肉処理加工工場（1998年新築移転：牛肉等の脱骨・
ブロック肉、熟成・精肉加工。枝肉の年間処理頭数
3,100頭・約1,400トン）
（株）美歎（みたに）牧場（2005年設立。21カ月齢まで飼育、
牛飼育頭数約2,000頭。うち哺育6ケ月400頭、肥育1,600頭）
（株）東部コントラクター（2002年設立、2006年法人化）
飼料稲の収穫・調製作業を中心に受託
受託水田は約100集落、170～180ha（約1,000筆）
受託料金は（12,000円／10a）＋（1,800円／1ロール×収量）
堆肥散布は10,000円／10a
耕種農家と畜産農家の稲WCSの需給調整も行なう

（有）TMRとっとり
（稲WCSとビール粕
等を主体とした発酵
TMRを製造・供給）

酪農家・和牛農家

県、八頭町、鳥取環境大
学、鳥取県生協、学生人材
バンク、（農）八頭船岡農場、
（有）ひよこカンパニー、（有）
北村きのこ園、八頭中央森林
組合、JA鳥取いなば船岡支
店、（株）東部コントラクター、
（財）日本きのこセンター、県
畜産農協の13団体で2011年
設立。
「ふなおか共生の里づくり」の
ために、地域の各団体との連
携、地域外の消費者団体・企
業等との連携、商品と貨幣・人
と人の対流循環を推進し、旧
町全体のネットワーク化・活性
化へ。

耕種農家
各地区飼料稲生産営農集団

東部畜産振興会
鳥取県東部の畜産農家で構成
（酪農・美歎牧場等11戸、和牛農家15戸）
畜産農家は稲WCSを（3,300円／1ロール）で引受
飼料稲の収穫・調製作業、堆肥散布は
（株）東部コントラクターに委託

ふなおか共生の
里づくり推進協議会

飼料稲・
堆肥利用
供給協定
を締結

東部1市3町の飼料稲作付農家180戸（うち法人6戸）で構成
飼料稲の収穫・調製作業は（株）東部コントラクターに委託
飼料稲生産が困難な農家の作業を（株）東部
コントラクターに委託（播種・育苗から収穫・調整まで）

（注）2015年11月および12月の聞き取り調査、畜産農協資料等により筆者作成。
（注）2015
年 11 月および 12 月の聞き取り調査、畜産農協資料等により筆者作成。
は農産物等の流れ、

は農産物等の流れ、
は連携等を示す

は連携等を示す。
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そこで最初に、地域における県畜産農協の位置、
地域連携・協働における県畜産農協の役割、地域
の各組織の関わりあいについてみることにする。

なければ今後の展開に大きな期待はできない。
ここ数年の県畜産農協の損益状況を示したのが
表 2 である。組合員への購買・供給・指導事業に
あたる「生産販売事業」は組合員へのサービスを

３．3 つの地域連携・協働―鳥取県畜産
農協の取組を中心に
（1）県畜産農協の八頭町における位置
3

重視しているため、費用が売上を上回り赤字が続
いている。これを「食肉加工販売事業」の利益で
カバーしている。
「食肉加工販売事業収益」の中

県畜産農協 の本部は鳥取市南部、鳥取駅から 6

心は、
「フレッシュパーク若葉台」等の直売所で

～ 7km の工業団地内にあり、この南に八頭町が隣

あり約 4 割を占める。次いで既存取引先や学校給

接している。そのため八頭町周辺への影響・役割

食等の県内「配達等販売高」が 3 割弱、そして古

は大きい。また、組合長（鎌谷一也：JA 鳥取い

くから続く「京都生協関係」が 2 割強の売上となっ

なばの理事、県農地中間管理機構の理事等の要職

ている。

にある）が八頭町船岡地区の在住者であり、船岡

県畜産農協は、畜産農家や地域農業の活力の向

農場にも関わっており、八頭町等地域のキー・パー

上の要として、地域の畜産クラスターの強化、地

ソンであるという点も八頭町周辺への影響を大き

域連携を進めている。2001 年より取り組んでいる

くしている。

飼料稲については順次拡大し、また 2010 年から

さらに、県畜産農協における食肉加工販売部門

は本格的に飼料米も拡大し、農協の子会社である

の売上総額は 22 億円ほどになるが、うち八頭町

「
（株）美歎（みたに）牧場」4 では粗飼料をほぼ自

に隣接する「フレッシュパーク若葉台」および因

給できるようになり、配合飼料の 10 ～ 12％の範

美線津ノ井駅近くの「つのい店」での売上合計額

囲でトウモロコシを飼料米に置き換える等の成果

は 3.5 億円、約 16％を占める。これらの直売所へ

をあげた。後述する「
（株）東部コントラクター」

の農産物等の出荷も八頭町等の周辺地域が多くを

が耕畜連携の中心的な担い手になっており、地域

占める。加えて、農協本部の職員 103 名のうち、

の農業生産法人や農家との連携にも広がりをみせ

3 分の 1 の 34 名は八頭町からの通勤者である。

ている。

近年、畜産業は厳しい局面にある。県畜産農協

今後は
「第 3 次中期計画」
（2015 ～ 2019 年）
にそっ

がある鳥取県東部も例外ではない。ここ数年の円

て、そうした事業の推進とともに、農協ブランド

安による輸入飼料価格の上昇は、酪農家や肥育農

の開発と販売、これまで以上に地域のリーディン

家だけでなく県畜産農協の「生産販売事業」の収

グ組織としての役割を果たすとしている。とくに

益を低下させ、自助努力では限界にきている。周

畜産クラスターの強化、地域の畜産基盤の整備と

辺地域の畜産農家の減少にも歯止めがかからず、

担い手の確保・育成、販売力（営業力）の強化（多

廃業による出荷頭数の減少は今後も続くとみら

面的なニーズに応えた市場展開）が課題になって

れ、将来の農協経営の存続に大きな影響を及ぼし

いる。

始めている。直売所や焼肉ハウス等の「食肉加工

次に県畜産農協が要となっている「3 つの地域

販売事業」により現在は一定の利益を出している

連携・協働」
、すなわち、生消連携、耕畜連携・

が、生産基盤の強化とあわせ新たな需要の開拓が

資源循環、地域連携・協働の内容をみていこう。

3．県畜産農協の取組内容等に関しては、鎌谷一也「鳥取県
畜産農協の事業展開―歴史と現在、将来」
『農村と都市
をむすぶ』757 号 , 2014.11, pp.39-45;『鳥取県畜産農業協

4．
「
（株）美歎牧場の取組事例（鳥取県鳥取市）

」農林水産

同組合 30 周年記念誌』2010.8; 鳥取県畜産農業協同組合

省ウェブサイト〈http://www.maff.go.jp/chushi/seisan/

ウェブサイト〈http://www.torichiku.or.jp〉等を参照。

chikusan/pdf/01tottori_mitanibokujyo.pdf〉
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（2）
「生消連携」の内容と歴史
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では県畜産農協が飼料作りから牛の飼育、食肉加

生消連携の概要

工、飲食・販売、食肉産直も行なうようになった。

県畜産農協の現在の農畜産物の流れや連携の状

県畜産農協の子会社である「
（株）東部コント

況を示したのが前掲の図 2 である。生産者（県畜

ラクター」が橋渡し役となり、県内の稲作農家と

産農協）と消費者（生協）との連携は次のとおり

畜産農家とが堆肥や飼料稲の利用に関する協定

である。

を結び、後述するような土・飼料づくりを行って

大山乳業協同組合が酪農家から集乳したものを

いる。これをもとに、県畜産農協の子会社である

処理し、京都生協との組合間連携のもと、牛乳を

「
（株）美歎（みたに）牧場」において、県内 2 箇

産直販売するとともに、県畜産農協の直売所にお

所の哺育センターと 6 箇所の直営牧場で、生後 1

いても販売する。この牛乳産直を土台に、牛肉の

週間程度の子牛から 21 ヶ月の成牛になるまで年

産直へと発展させ、県畜産農協が設立され、現在

間約 2,000 頭を飼育する。

表2

県畜産農協の損益の状況

表2 県畜産農協の損益の状況

2012年度
会計年度（2/1～1/31）
1.事業総利益
138,819
77,238
100.0
生産販売事業収益
29,417
38.1
購買品供給高
素畜等供給高
36,155
46.8
作業受委託収益
9,758
12.6
生産販売事業費用
83,107
100.0
28,114
33.8
購買品供給原価
素畜等供給原価
33,032
39.7
直接経費（人件費等）
16,847
20.3
間接経費
5,114
生産販売事業総利益
-5,869
食肉加工販売事業収益
2,141,946
100.0
京都生協関係
454,754
21.2
鳥取県生協関係
63,784
3.0
枝肉販売高
176,122
8.2
配達等販売高
573,723
26.8
店舗販売高
862,574
40.3
雑収入
3,158
補助金
7,831
食肉加工販売事業費用
1,997,258
100.0
食肉等仕入原価
1,528,575
76.5
直接経費（人件費等）
379,371
19.0
間接経費
87,401
その他の費用
1,911
食肉加工販売事業総利益
144,688
2.事業管理費（人件費等）
133,608
事業利益（1-2）
5,211
3.事業外収益
15,303
4.事業外費用
20,058
経常利益〔事業利益+（3-4）〕
456
5.特別利益
6,231
6.特別損失
3,720
税引き前当期利益
2,967
〔経常利益+（5-6）〕
7.法人税・住民税及び事業税
776
8.当期利益
2,191
9.当期首繰越剰余金
2,234
10.当期未処分剰余金（8+9）
4,425
（注）「通常総会資料」により筆者作成。

2013年度
122,396
60,630
23,725
27,186
8,277
66,435
22,734
25,458
14,055
4,188
-5,805
2,268,503
511,380
61,267
149,970
610,741
928,691
3,769
2,685
2,140,302
1,670,184
386,460
83,580
78
128,201
120,498
1,898
15,491
15,966
1,423
114
0

100.0
39.1
44.8
13.7
100.0
34.2
38.3
21.2

100.0
22.5
2.7
6.6
26.9
40.9

100.0
78.0
18.1

1,537
1,099
438
2,618
3,056

8,597
1,200
7,397
2,182
9,579

表3 船岡地区における船岡農場の水田の集積状況
年度（4/1～3/31）
2010年度
（2011年3月現在）
2011年度
（2012年3月現在）

水張面積

単位：千円、％
2014年度
143,566
44,521
100.0
5,899
13.2
34,415
77.3
4207
9.4
46,961
100.0
5,639
12.0
34,145
72.7
5,389
11.5
1,788
-2,440
2,251,303
100.0
474,073
21.1
61,499
2.7
91,227
4.1
669,577
29.7
949,834
42.2
2,214
2,879
2,105,298
100.0
1,640,093
77.9
375,397
17.8
89,654
154
146,006
130,192
13,374
56,526
61,411
8,489
108
0

単位：㎡,%
利用権
参加
設定率 農家総数
組織率
設定面積
農家数

3,455,625

1,189,975

31.7

702

223

31.8

3,426,520

1,651,420

48.2

702

332

47.3

98

農業担い手の新たな展開―土地集積・耕畜連携・地域協働の実態を鳥取県八頭町にみる―

このような連携の構築は、1979 年の京都生協と

なった。

の「牛肉の産直取引に関する覚書」の理念に基づ

東部畜産農協の設立当初は、農協の美歎（みた

いている。覚書では、京都生協の組合員には「品

に）牧場で肥育したホルスタイン去勢牛を生体の

質的に安全で、価格的に安定した牛肉を計画的に

まま京都生協に出荷したが、1984 年には京都生

確保」し、生産組合員には「雄仔牛の価格を安定

協の指導のもとに食肉を処理加工する体制をとっ

的水準に保持」することを前提に、上記の哺育・

た。1985 年に地元鳥取県東部生協との「協同組

飼育期間・場所、
「安全な飼料の確保」
、肥育牛の

合間提携と『産直』に関する協定」を結び、1987

全量引取、価格協議等の定めがある。ここには生

年に県東部生協との食肉牛産直を開始するととも

消連携の基本的内容が定められている。この「覚

に、農協の地区を「県東部から県下一円」に定款

書」は、
以後の様々な「協定」の前提になっている。

を変更した。そして、1996 年に東部畜産農協を現

さ て、 飼 育 し た 成 牛 は 食 肉 セ ン タ ー に て と

在の県畜産農協に名称を変更した。

畜・枝肉となるが、これを県畜産農協の食肉加工

京都生協や鳥取県生協との産直は、一定額の取

施設でブロック肉や精肉に加工する。施設では

引になるように経営上重視している。とくに京都

HACCP 対応の設備（1998 年）と ISO22000 のシ

生協との産直では、1983 年 8 月に「国産牛肉産

ステム（2005 年取得）にそって加工され、衛生的

直長期取引基本契約」を締結するとともに、同年

な管理が行われている。加工肉は産直、直売所販

12 月には「継続的商取引等契約書」を取り交わし、

売のほかに、同じ敷地内にある焼肉工房「パオ」

商品供給の「保証金」として 1,000 万円（1984 年

でも賞味することができる。

12 月には 2,000 万円に増額）を生協が支払うこと

精肉等の販売は、鳥取県生協・京都生協・コー

も決めた。こうして協同組合間提携が続いている。

プしがの生協産直、
「フレッシュパーク若葉台」等

今日では、健康・エコ循環・国産・安全・低価

にある 4 つの直営店・直売所、生協や総合農協と

格をコンセプトに、飼料用稲・米や食品副産物、

連携したテナント方式の 7 つの店舗で行っている。

堆肥を利用した環境保全的で循環型の、そして自

このほかに学校給食・地元小売店等にも卸してい

給率を向上させる農畜産業を目指している。これ

る。食肉流通の基本は、県畜産農協が仲介する生

には「
（株）東部コントラクター」
、さらに後述す

協産直と地産地消である。食肉以外の農産物等も

る各地区の飼料稲生産営農集団、東部畜産振興会

直売所で販売されている。

が関わっている。

生消連携の経緯

1998 年には、食肉処理加工施設（食肉加工セ

県畜産農協の前身は 1970 年に設立された農事

ンター）の完成を機に、県畜産農協敷地内に地場

組合法人・東部乳牛生産組合であり、その後の東

野菜や食肉の直売所、直営レストラン（
「焼肉工

部畜産農協である。

房パオ」
）を建設し、食肉の拠点として「フレッ

東部乳牛生産組合の設立の契機は、大山乳業協

シュパーク若葉台」
（1998 年 8 月オープン）とし

同組合（1970 年に県下の酪農家で設立）と京都生

た。直売所を始めるにあたっては各種団体の交流

5

協との牛乳の産直取引であった 。1979 年に生産組

拠点、ネットワークの形成という位置づけで、消

合が直営の肥育牛育成事業を開始するとともに、

費者・畜産農家・米生産組合等十数団体との連携

京都生協との「牛肉の産直取引に関する覚書」を

協定を締結した。

締結した。1980 年には生産組合が肉の産直も始

スーパーや総合農協と連携したテナント方式の

めることになり、東部畜産農協を設立することに

直売所も展開した。現在県内に 11 店舗ある。ま
た、学校給食への地元農産物の供給にも取り組ん

5．生消提携等に関する歴史は、
『鳥取県畜産農業協同組合
30 周年記念誌』2010.8. に詳しい。

だ。東部一円をはじめ鳥取県郡部の町村の学校給
食の牛肉は、ほぼ県畜産農協が供給するものであ
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る。このほかにも高齢者施設や福祉施設にも供給

コントラクター」
（以下「東部コントラクター」
）7

している。2010 年には、以上の取組等が評価され

が設立された。

6

「畜産大賞」
（地域畜産振興部門） を受賞している。

ここ 3 年の東部コントラクターの営業利益をみ
ると、2012 年度（2012 年 4 月～ 2013 年 3 月）が

（3）
「耕畜連携・循環」の運営内容
連携の背景と経緯
県畜産農協は、生協産直と地産地消の生消連携

68 万円、2013 年度 420 万円、2014 年度は一転し
て 113 万円の赤字となった。しかし、純利益でみ
ると 342 万円、649 万円、98 万円と 3 年にわたり

をより確実なものにするため、輸入飼料に依存し

黒字である。2014 年度の純利益が少ない理由は、

ない循環型農畜産業の構築、飼料用稲を軸にした

新たにラップマシンや汎用コンバイン等の大型機

農家間連携の耕畜連携・循環の構築を目指した。

械を導入したこと、船岡農場が自ら作業に乗り出

鳥取県では 2001 年から飼料用稲の生産が開始

したこと、美歎牧場に現物支給（出費）したこと

されるが、これを畜産農家と稲作・耕種農家とを

等で費用がかかったためである。

組織化して連携できるように、県畜産農協の指導

連携協定の内容

のもと各市町村単位に 4 つのコントラクター組合

稲作農家と畜産農家との間では、飼料用稲や堆

を設立した。4 つとは鳥取市コントラクター（鳥

肥を利用しあう供給協定を締結している 8。利用供

取市）
、八頭郡コントラクター（郡家・船岡・用瀬・

給協定の内容は、図 2 に示したような受委託作

河原）
、岩美郡コントラクター（岩美・国府・美歎）
、

業やその料金が定められている。さらに、水田飼

気高郡コントラクター（気高・鹿野・青谷）である。

料稲や堆肥を効率的に利用するために、協定に基

そして、これらの組合を支援し事務機能をもつ組

づき東部コントラクターが機械作業を受託してい

織として、
「東部コントラクター組合」を 2002 年

る。

に県畜産農協内に設立した。
2004 年には「水田農業確立対策事業」への政策

各地区には飼料稲生産営農集団が組織されてい
るが、ここには高齢農家や兼業農家も多数存在し、

転換を踏まえ、県畜産農協が仲介して、耕畜連携

地域の水田の有効活用が図られている。飼料用稲

の助成金の受け皿となるように組織の改変を行っ

の生産が困難な農家の場合には、収穫・調製や堆

た。図 2 に示したとおりである。飼料稲生産営農

肥散布はもちろん播種・育苗も含めた全作業を東

集団は、水田農業推進協議会のもとに各地区に設

部コントラクターに委託するケースもある。こう

立して飼料稲等の飼料作物の生産振興を図り、畜

した農作業に対する受委託料金は各種交付金が活

産農家に飼料作物を供給し、耕畜連携を強化する。

用される。

また、東部畜産振興会は、酪農家・肥育農家、和

水田フル活用交付金（80,000 円 /10a）および耕

牛農家との連携による地域での一体的な畜産振興

畜連携交付金（13,000 円 /10a）は、飼料稲生産農

を図り、地域・消費者との交流による消費拡大等

家に交付されるが、ここから東部コントラクター

を推進する。両者の組織の活動の調整等を行う組

は収穫・調製作業の受託料金として、
（12,000 円

織として、
「東部コントラクター組合」に代わり、
2006 年に県畜産農協の子会社として「
（株）東部

7．
「水田地帯で資源循環型畜産生産のシステム化を実現し

た（株）東部コントラクター」
（独）農畜産業振興機構
ウェブサイト〈http://www.alic.go.jp/content/000071465.
pdf〉;矢坂雅充「飼料稲生産と頭部コントラクターの役割」

6．県畜産農協組合長・鎌谷一也「農業・畜産の“センチュリー
プラン（百年計画）
”―持続できる農畜産業を目指して」
『平成 21 年度畜産大賞―受賞事例の概要』社団法人中央
畜産会 , 2010.2, pp.7-26.

『農村と都市をむすぶ』757 号 , 2014.11, pp.52-58. を参照。
8．神 山安雄「鳥取県畜産農協の飼料用稲・米を軸にした
耕畜連携の取り組み」
『農村と都市をむすぶ』757 号 ,
2014.11, pp.46-51. を参照。
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/10a）の基本料金と収量に応じた料金（1,800 円

協議会」
（以下「推進協議会」
）や県畜産農協等が

/1 ロール）を受け取る。通常 10a 当たり 8 ロール

中心になり、地域連携・協働の取組が進んでいる。

程度（1 ロール約 300kg）の収量であるが、この

県畜産農協では、上記の活動のほかに、地元小

場合 10a 当たり 12,000 円＋（1,800 円× 8 ロール

学校の消費者を対象として、
鳥取市若葉台地区（八

＝ 14,400 円）＝ 26,400 円となる。また、堆肥散布

頭町に隣接した農協所在地）等において田植・稲

作業は 10,000 円 /10a で受託している。東部コン

刈等の農作業体験を実施している。また、生協の

トラクターは、こうした各種作業のほかに、稲作

組合員を対象にして、交流キャンプ・産直フェス

農家と畜産農家との間の稲 WCS の需要・供給の

タ・産直フォーラム等の消費者交流イベントを実

調整も行なう。

施している。これは商社や大手小売による垂直統

東部畜産振興会に組織される酪農家や畜産農家
は、稲 WCS を 1 ロール当たり 3,300 円で買い取
る。この稲 WCS の一部は、酪農・肥育農家共同
の TMR センターである「
（株）TMR とっとり」
においてビール粕等の食品副産物と混合した発酵

合ではなく、地域農業・家族農業・農村を守るた
めに現場・地域からの「バリューチェーンの形成」
（生産・加工・流通・消費システムの構築）を目
指す取組なのである。
この取組を確実なものとするために、耕畜連携

TMR となり、酪農家や肥育農家に供給される。

から始めこれを強化するには耕種側の組織化が必

また、酪農家や畜産農家から出た堆肥は、飼料用

要であり、それには地域に根ざした集落営農法人

稲作付農家の水田等に散布される。

が適切と判断し、法人化の条件がある船岡地区か

稲 WCS のほか、生産された飼料用米は農協が

らこれを進めるとした。そして地域の活性化や農

集荷し、美歎牧場が買い入れている。この後に岡

業のへの理解のために、県畜産農協が中心となり

山県の配合飼料工場（中部飼料水島工場）にてペ

つつも、新たに「共生の里協議会」を立ち上げる

レットに配合加工し（飼料用米配合 12％）
、肥育

という方向性を作り上げた 9。

牛を中心に利用している。美歎牧場の肥育牛頭数

この具体的な活動主体が次に紹介する「ふなお

から換算すると、飼料用米の県内からの買入量は

か共生の里づくり推進協議会」である。将来的に

600 ～ 700 トンに達する。

は活動を船岡地区から八頭町全体に広げ、①生産

また、なかでも船岡地区は飼料用米の生産が盛

から消費まで多様な組織・人・ネットワークによ

んで、船岡農場が生産して「ひよこカンパニー」

るコラボレーション、②新たなものづくり、ひと

に 25 トンが供給されている。さらに約 9ha・70

づくり、循環型社会のシステムづくりの場にする

トンの飼料用米 SGS（加水破砕し発酵させた米）

ことにねらいがある。

を美歎牧場に供給している。船岡地区では稲作農

推進協議会は、今のところ船岡地区の活性化を

家と畜産農家との間に耕畜連携があり、これを基

目的に活動している。活動主体は船岡農場、北村

礎とした循環型の農畜産業が構築されている。耕

きのこ園、ひよこカンパニー、JA 鳥取いなば船

作放棄地の抑制・活用にもなっている。郡家地区

岡支店、鳥取県生協である。協力団体が東部コン

でも田中農場や開発センターが東部コントラク

トラクター、日本きのこセンター、県畜産農協、

ターと連携し、飼料用の稲・米や堆肥に関する循

八頭中央森林組合、NPO 法人学生人材バンク、鳥

環がつくられている。

取環境大学であり、支援団体として鳥取県と八頭
町が加わり、そしてこれらの事務局機能を地域お

（4）
「地域連携・協働」の背景と取組
推進協議会設立の背景
図 2 に示したとおり、2011 年 3 月に設立した地
域活性化の協議体「ふなおか共生の里づくり推進

9．鎌 谷一也『産直事業から、ふるさとの「共生の里づく
り」を目指す 協同組合と地域との連携によるバリュー
チェーンの形成を目指す―畜産クラスター事業として』
（産直と協同による農村での地域づくり）pp.20-23.
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こし協力隊が担い、地域の活性化や旧船岡町全体
10

の面的なネットワーク化を模索している 。
推進協議会の取組
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⑧「ふなおかふるさとシンポジウム」で里づく
りの学習（推進協議会× CW ニコル）
ここで主な構成団体を簡単に紹介しておこう。

主な活動テーマは、①農村を育む山、川、農地

活動主体としては次がある。北村きのこ園は、従

の保全など、美しい里づくりの取組、②耕畜連携、

業員 60 名、エリンギが主力で県内・関西に出荷、

農林連携などをつうじた自給力の向上、持続する

エリンギなどの加工食品も販売する。JA 鳥取い

循環型農畜産業の取組、③生産者・消費者・地域

なば船岡支店は営農振興と指導を行う。鳥取県生

住民の交流をつうじた農林業・食生活・食文化・

協は組合員 5 万人を抱える。

地域の活性化の取組、の 3 点である。
このもとで、現在行なっている具体的な「共生
の里コラボ」は次のとおりである。

2000 年設立の農業生産法人・
（有）ひよこカン
パニー（大江の郷自然牧場：1994 年創業）は、従
業員 104 名で、ブランド天然卵のほか平飼による

①「せいきょう農園」として耕作放棄地を生協

卵を関東・関西に通販するとともに（約 4 万羽飼

会員向けに開放し、集落住民と消費者との交

養）
、スイーツ製造・カフェ等のココガーデン（農

流を促進（鳥取県生協×船岡農場）

家レストラン）を展開する。2015 年には 13 億円

②「つながる農と畜産業」として船岡地区の耕

を売り上げるまでに成長した。年間 13 万人が訪

畜連携・循環型農業の推進（船岡農場×ひよ

れる山間部のココガーデンに向う道路は、
「土・

こカンパニー×県畜産農協×東部コントラク

日ともなると自動車が渋滞するほどだ」という。

ター）

協力団体としては次のとおりだ。日本きのこセ

③「獣に強い地域づくり」として間伐材を獣害

ンターは 115 号の種菌を全国に供給する菌興椎茸

対策柵に活用し、農業と林業を守る（船岡農

協同組合の研究セクターで、100ha の実証林をも

場×八頭中央森林組合）

ち、研究のほかに里山保全活動にも貢献している。

④「若者ネギ部隊」において鳥取環境大学生を

八頭中央森林組合（組合長は船岡地区の住人）は

中心として若者の雇用と担い手育成、ネギの

地域の林道と森林の整備を行う。NPO 法人学生人

生産（船岡農場×学生人材バンク）

材バンクはボランティア事業等で学生や若者の派

⑤「田んぼ体験」では地元小学生を対象に自然
と人との共生を学ぶ（推進協議会×小学生）
⑥「復興支援もちつき」は船岡地元産のもち米

遣、
「農拡機動隊」を組織する。
これらのほかにも、地域おこし協力隊によっ
て結成された「風のマルシェ」が連携している。

を被災地でもちつき交流・応援（推進協議会

旧八頭郡内で農業に携わる者等の有機ブルーベ

×被災地）

リー・ラズベリー・ゴールデンキウイフルーツ、

⑦「ふなおか共生の里ダイエットウォーク」は

あんず等の栽培技術の向上、販売開発や販路拡大、

里山の現状を知るためのウォーキングを兼ね

農業経営基盤の確立を図り、
「
（株）ノヴァアグリ

た学習会（推進協議会×ノルディックウォー

八頭」を設立している。

ク）

推進協議会は、
「里地里山再生」のモデル事業
にも取り組んでいる。中山間地域の存続の危機
（耕

10．鎌谷一也
「鳥取県畜産農協の事業展開―歴史と現在、
将来」

作放棄、森林荒廃、鳥獣害、人口減少）は、
「谷の

『農村と都市をむすぶ』757 号 , 2014.11, pp.39-45; 平賀謙

奥」から始まる場合が多いことに着目し、
「谷の奥」

太「ふなおか共生の里づくりについて―鳥取県八頭郡

に地域活性化の最前線基地をおき、これを動線で

八頭町ふなおか地区」
『協同組合研究誌にじ』2013. 冬号 ,
644 号 , pp.80-89;「ふなおか共生の里づくり活動協定書」,
「協働計画書」,「ふなおか共生の里づくり推進協議会規
約」等を参照。

つなぐ取組を始めた。
そのひとつが志子部（しこべ）集落での交流体
験事業である。志子部集落の世帯数は 15 戸、人
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船岡農場の運営・事務局体制と連携組織
図3 船岡農場の運営・事務局体制と連携組織

構成員総会

マルチステークホルダー
・プロセス

監事（2名）

運営委員会（各集落代表・理事・部会代表）

運営体制

副組合長

集落座談会

役員会（役員は、組合長、副組

組合長

合長2名、水稲担当2名、野菜
担当2名、営業・組織担当1名）

事務局体制

会計事務
担当

会計担当

オペレーター会議
登録制度、後継者対策等を行う

営業・組織担当

水稲担当グループ

野菜担当グループ

指導役員1名が担当

指導役員1名が担当

指導役員1名が担当

グループ長（1名）
人づくり事業等担当者（1
名）：販売等の営業活動
、交流体験、対外折衝等
。集落組織の運営。

グループ長（1名）
機械班・オペレーター班（2名
）：水稲・飼料稲・飼料米の収
量確保、組織構成員の水田
支援、耕作放棄地の解消、水
田環境保全、鳥獣害対策等。

作物会議
作付方針、特産品の取組、
新規就農対応等を行う

グループ長（1名）
ねぎ班・野菜班（4名
）：白ねぎ栽培、その
他野菜栽培、ハウス
栽培管理等。

耕作放棄地対策会議部会
耕作放棄地の解消、再生、再生
農地の利用のあり方等を検討

農場構成員
半常勤者、集落支援員、
非常勤者、アルバイト等。

鳥取県畜産農協

東部畜産振興会

JA鳥取いなば船岡支店

（注）2015 年 11 月および 12 月の聞き取り調査、船岡農場「定期総会」資料等により筆者作成。

ふなおか共生の里づくり推進協議会

は一体的運営、

（注）2015年11月および12月の聞き取り調査、船岡農場「定期総会」資料等により筆者作成。
は連携等を示す。

は作業連携・実働、

は一体的運営、

は連携等を示す。

は作業連携・実働、

表1 分析の「基準と指標」（共生農業システムの基準と指標）

数が 34 人
（20101．健全な自然の地域循環
年）
、
うち 65 歳以上が 15 2．健全な経済の地域循環
人
（44.1％）
、 組織化した
250ha 規模の経営体である 11。船岡地区
3．健全な風土・文化の地域
（環境）
（経済）
年少者 0 人で、船岡地区（平均
29.2％）でもっと
は人口約 4,500 循環（社会）
人、集落数 34 で、水田農業を中心
1.A 耕作・栽培・飼育・環境

2.A ネットワーク・信頼関係 3.A コミュニティ・土地柄の形

森林面積等農業資源の調査

術交流（生産部会・組合）の促進

の形成
成（地縁・血縁含む）
保全の過程
も高齢化率の高い集落である。そこで、集落・鳥
とした中山間地域である。2014
年度の農地の集積
①地域の土壌・水資源・農地面積・ ①栽培・販売上のネットワーク・技 ①お祭り等文化行事への参加の促
進、地元料理・伝統食の継承

取県生協・船岡農場
・学生人材バンクの②異業種交流の促進
4 者で、
「せ
率、農家の組織率をみれば、表
3 のとおり、船岡
②生き物・生物多様性（生態系・在
②文化財等の保全のためのセミ

来種・地域特定種）の調査
③地域適合的（高収益）な戦略作 ナー・検討会議の開催
③災害頻発地域・農業資源劣化面
目の選定・再考
③防災セミナーの開催
いきょう農園」
（2012 年 5 月開園）
、ワークショッ
地区の水田面積
341.7ha のうち 247.0ha を集積し
（利
A. コミュニケー 積（耕作放棄）の調査
④カントリービジネス（6次産業化） ④地域住民の日常的なコミュニ
④地域環境適合的な作物・家畜等
等の可能性を探る地域開発セミ
ケーションの促進
ション・交流
プ「志子部サロン」
、
「芋掘り会」などのイベント
72.3％）
、参加戸数 700 戸中 519 戸（農
の選定・再考
ナー・検討会議の開催 用権設定率
⑤地域間交流の促進
⑤守るべき自然環境及びその地域 ⑤経営安定・収益向上等に関する ⑥憩いの場・避難場所・会議場等
の指定・再考
経済セミナー・経営相談会の開催
の設置
を実施するとともに、シェアハウス「風のうち」 家組織率
74.1％）
、組織率の濃淡はあるが 34 集落
⑦農業者・地域住民の要望吸収の
場の設定
での宿泊・滞在の受け入れやイベントを実施して
すべてで誰かが法人に参加している。年々組織率
⑧ボランティア活動やコミュニティビ
ジネスの促進

いる。

を高めている。
2.B 収量・収益増大の方法
3.B コミュニティ・土地柄の維
確立、互酬性の規範作り
持・保全（福祉・生活の質の
①地力増強のための耕作・栽培指
以上のように、
「3 つの地域連携・協働」は八
2015 年
11 月末現在では、水田面積 341.4ha のう
向上）のルール確立
①農業経営目標の策定
1.B 耕作・栽培・飼育・環境
保全の指針確立

針の作成

②高収益作物（家畜）の地域適合 ①自然景観・田園景観・家並み等

②地域適合的農法の指針の作成 的栽培（飼育）体系の確立
の地域景観を保全する地域協定の
頭町周辺において新たな地域の活力を生み出し、
ち 250.2ha
を集積し（利用権設定率 73.3％）
、参加
③土壌・水資源の保全地域の指定 ③個別経営及び地域の販売戦
策定
④土壌・水資源保全の技術指針の 略・税対策の策定

様々な活性化の可能性も引き出している。今後の
戸数 702里山保全の地域協定の策定
戸中 531 戸（農家組織率 75.6％）に達し
④生産物販売の個別販売及び組
B. 合意・納得 作成
②山林・耕作放棄地の荒廃防止、

⑤有機栽培指針の作成
織販売の割合
③お祭りや文化財の保全のための
⑥適正農業生産規範の作成
⑤地産地消及び地域外出荷の割 地域協定の策定
県畜産農協はじめ地域の農業生産法人等の各組織
⑦環境保全規範をもつ栽培指針の 合
④憩いの場・避難場所・会議場等
作成
11．秋山満「旧町一農場を目指した八頭船岡営農組合の取り
⑥サービス農業（レクリエーション
の利用規則の策定
⑧環境保全規範をもつ栽培協定の 型農業）展開の戦略の策定
のさらなる展開が期待される。
⑤農業者・地域住民の要望吸収シ
作成
組み」
『
農村と都市をむすぶ』
757 号 , 2014.11, pp.59-65;『農
⑦地域適合的戦略作目の高収益
ステムの確立
のための戦略の確定

事組合法人「八頭船岡農場」定期総会』資料（～第 7 回：

1.C 確立された指針に基づく 2.C 互酬性等の規範に基づ 3.C 合意されたルールに基
2015 年
4 月 25 日）
; 鎌谷一也
『参考資料
づく行動

４． 船岡農場―集落を基礎に組織化した資
く行動
行動

取組の紹介』
（県

①1.Bの指針・協定等に基づく地域 ①2.Bの指針・協定等に基づいて ①3.Bの指針・協定等に基づいて個
畜産農協の組合長としての、とくに設立に大きく関わっ
ぐるみ・パートナーシップ等推進形 個別農業経営体及び組織農業経
別農業経営体・組織農業経営体及
態の確立と行動
営体の地域ぐるみ・パートナーシッ び地域住民による地域ぐるみ・パー
トナーシップ等推進形態の確立と行
「耕畜
C. 協働・協創・ ②作成した指針・協定等の点検と プ等推進形態の確立と行動 た船岡農場の歩みが整理されている冊子）2011.8;
（1）経営概要
改善
②策定した規範・戦略、農業経営 動
協生
③適正農業規範（GAP）・適正農業 目標等の点検と改善
②策定した指針・協定等の点検と
連携による循環型農業の場として蘇らせ、地域再生を
生産規範の実行
③ビジネスに関する情報の共有と 改善
船岡農場は、2009
年、旧船岡町の集落営農等を
対応
③ボランティア活動やコミュニティビ
目指す
!」農林水産省ウェブサイト〈http://www.maff.
ジネスの展開
④農業者・地域住民の要望の実現
go.jp/chushi/arable/07siryo/panf_yomigaeru/pdf/08-

源管理型地域農業経営体

（出典）筆者作成。矢口芳生『共生農業システム論』（「矢口芳生著作集」第7巻）農林統計出版,
2013, p413. による。
01_yazutyou.pdf〉等を参照。

6.特別損失
3,720
税引き前当期利益
2,967
〔経常利益+（5-6）〕
7.法人税・住民税及び事業税
776
8.当期利益
2,191
9.当期首繰越剰余金
2,234
10.当期未処分剰余金（8+9）
4,425
（注）「通常総会資料」により筆者作成。

0

0

1,537
1,099
438
2,618
3,056

8,597
1,200
7,397
2,182
9,579

農業担い手の新たな展開―土地集積・耕畜連携・地域協働の実態を鳥取県八頭町にみる―
表3

103

船岡地区における船岡農場の水田の集積状況
表3
船岡地区における船岡農場の水田の集積状況

年度（4/1～3/31）

水張面積

単位：㎡,%
利用権
参加
設定率 農家総数
組織率
設定面積
農家数

2010年度
3,455,625 1,189,975
31.7
702
223
31.8
（2011年3月現在）
2011年度
3,426,520 1,651,420
48.2
702
332
47.3
（2012年3月現在）
2012年度
3,430,052 1,814,492
52.9
706
365
51.7
（2013年3月現在）
2013年度
3,417,227 2,078,384
60.8
706
426
60.3
（2014年3月現在）
2014年度
3,416,813 2,469,533
72.3
700
519
74.1
（2015年3月現在）
2015年度
（2015年11月現在） 3,414,278 2,502,476
73.3
702
531
75.6
（注）船岡農場「定期総会」資料、『集落営農推進だより』、聞き取り調査により筆者
（注）船岡農場「定期総会」資料、
『集落営農推進だより』、聞き取り調査により筆者作成。
作成。

ている。250.2ha の農地は、2,107 筆にのぼる（船

2014 年度の作付実績は次のとおりである。水稲

岡地区全体では約 3,000 筆）
。2,107 筆の内訳は、

が 120.5ha、転作が 87.3ha、計 207.8ha の作付とな

40a 以上区画が 11 枚（0.5％）
、30a 以上区画が 67

り、247.0ha の 84.1％の農地利用率になっている。

枚（3.2％）
、20a 以上区画が 280 枚（13.3％）
、10a

転作 87.3ha の内訳は、飼料用稲が 30.9ha、飼料用

以上区画が 734 枚（34.8％）
、
10a 以下の区画が 1,015

米 14.4ha、備蓄用米 3.0ha、飼料用ソルガム 5.0ha、

枚（48.2％）である。

大豆・白ネギ・小豆 7.3ha、地力作物 9.0ha、その

経営体制は図 3 に示した。集落座談会の意見や
役員会の企画案等を踏まえ、運営委員会において
農場の運営や方向性を決定し、これに基づき役員

他野菜 17.3ha、花木・花き 0.9ha、その他 6.4ha で
ある。
農場の営業品目（2014 年度）は、
米が 7,422 万円、

会が企画の練り直し等の事務局機能と、具体的な

もち米 40 万円、飼料用稲・米 489 万円、その他飼

農業経営・作業等の段取りと運営・執行機能を担

料作物 4 万円、白ネギ 1,650 万円、ブロッコリー 3

うという体制になっている。運営・執行の担い手

万円、イチゴ 66 万円、直販 806 万円、花木 38 万

は、指導役員を除けば 20 ～ 40 歳代の若手であり

円、作業受託 951 万円、その他 5 万円、計 1 億 1,476

（11 名の専従職員）
、将来的な地域農業の担い手と

万円である。出荷先のほとんどは JA 鳥取いなば

して見込まれている。こうした若手の給与は、年

である。このほかの収入としては国や県からの各

間所得 300 万円、将来は 500 万円水準を目標にし

種補助金 9,472 万円、収入合計は 2 億 1,691 万円で

た経営計画が立てられている。

ある。

法人としての具体的な農業経営は、実質的な直

農業用施設や農業用機械は、基本的に構成員

営農地が約 60ha のほかに、これ以外の農地は農

が所有するものでも活用することにしており（後

家から農地を借り受けて賃借料を払い、個別農家

述）
、現在農場が所有するものは稲作や野菜作等

が農作業を行った場合には作業料金を支払う、と

で使用する大型・小型のものを数台で、
「これま

いう方法で運営されている。法人に農地の利用

でに約 8,000 万円を投資している」という。例を

権が設定されるが、機械所有の農家はそれらを用

あげれば、田植機 6 条植 1 台・その他 4 台、トラ

いて可能なかぎり農作業を行うのである。これに

クター 3 台（34ps2 台、クローラー型）
、コンバイ

より法人所有の機械や施設のコストを極力引き下

ン 5 条刈 1 台・4 条刈 1 台・3 条刈 2 台、飼料用

げ、農家の農作業等の参加で農業を行い、地域資

コンバイン 1 台・ラップマシン 2 台、軽トラック

源を維持・管理するわけである。いわば「個別経

4 台等のほかに、白ネギ用の皮むき機・根葉切り機・

営を活かした広域協働の地域農業経営体」になっ

コンプレッサー、管理機等である。米の乾燥には

ている。

個別の乾燥機か農協のカントリーエレベーターを
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利用する。上記の機械は農場の受託作業や直営地

ある 2.6ha 以上の農家はほとんどなく、また 34 集

において使用するもので、機械装備の充実を図り

落のうち 20ha 以上の集落は 3 集落、12.8ha 以上が

直営地の増大に備えている。中古の活用で償却コ

4 集落のみであった。また、34 集落すべてに事務

ストの低減にも努めている。

や経理を実際に行える人材がいるわけでもなかっ
た。そこで、集落に運営の中心をおきつつも広域

（2）経営の特徴―農家の自由度を保ちつつ規模の
メリットと地域資源管理を実現
地域の課題解決のための広域法人化

の法人として立ち上げることが合理的と判断する
にいたったのである。
しかし、個別農家の経営を強制的にすべて法人

船岡農場は、農事組合法人ではあるが個別経営

に加入させるわけにもいかないし、参加したくな

を存続させての参加に特徴がある。すなわち、
「農

い農家を排除するわけにもいかない。そこでとっ

家の自作を認めつつ、集落営農として単体経営の

た方法が、上記のような「個別経営を活かした広

形を作り上げ実績をあげる」内容をもっているの

域協働の地域農業経営体」である。いまや多くの

12

である 。これは、秋田県や富山・佐賀県等に多く

農事組合法人がとっている方法ではあるが、個別

みられた「枝番管理方式」を数歩進めた方式とも

農家の自由度を保ちつつ、集落営農としての規模

いえる。

のメリットを発揮する経営方法である。あらため

2007 年度から始まった水田・畑作経営所得安定

てこの点を指摘しておきたい。

対策を契機に、この対策の経営規模要件（経営規

中山間地域における農事組合法人のメリット―農

模 2.6 ～ 4ha 以上の認定農業者および 12.8 ～ 20ha

家間の連携・協働

以上の集落営農）をクリアするために、全国各地

ほぼ日本のどこでも水田農業の展開がみられる

で集落営農組織等が設立された。しかし、個別経

が、水田面積の規模拡大で最大の障害は畦畔の草

営が一気にその組織に統合されることには無理が

刈、水路の草刈と管理である。平地が広がる地域

あった。そこで、新たに設立された多くの特定農

では、これらの管理が比較的容易でビジネスサイ

業団体等の「集落営農組織」や「組織経営体」は、

ズの展開や規模拡大が可能であるが、中間・山間

個別経営の営農を継続したまま販売代金等を管理

地域では勾配が急であるためノリ面か大きく一定

する方式（枝番管理方式）をとるようになった。

以上の規模になると個別経営だけでの対応は難し

この方式をとる組織を「枝番管理組織」と呼んだ

い。地域の地形により限界面積に違いがあるが、

が、この多くが現在は農事組合法人に組織換え、

ちなみに後述の田中農場（平坦部中心に経営）で

経営体として実質的な活動を行っている。

は 80ha が限界規模であるようだ。どうしても地

船岡農場の場合には、2008 年以降に幾度となく

権者等の貸し手の協力が必要である。こうした点

開いた集落座談会の末に、2009 年に旧船岡町を単

で、中山間地域等においては全員参加型の農事組

位とした農事組合法人を一気に立ち上げた。農業

合法人や集落営農のメリットは大きいし、農業以

政策の恩恵を受けつつ、地域農業の課題（担い手

外の地域資源管理の点でも優位性を発揮する。

の不足と高齢化、耕作放棄地の増大等）を克服す

ところで、集落営農もしくは集落的営農、複数

るには、個別経営のままではなく地域を組織化し

集落の広域営農の場合、地権者と担い手を農地と

て一定の大きさをもつ営農体制を作り上げる必要

の関係で分類すれば、モデル的には 3 つのタイプ

があった。しかし、旧船岡町には最低規模要件で

が指摘できる。すなわち、
①地権者組織
（実行組合・

12．堀口健治「大規模経営の展開と構造・その時代区分と
課題―土地利用型農業を対象に」
『大規模営農の形成史』
（
「戦後日本の食料・農業・農村」第 13 巻、第 2 章）農
林統計協会 , 2015, p.65（pp.9-72, とくに pp.64-69. を参照）.

農用地利用改善団体等）内の数人の構成員に運営
を任せるタイプ、②地権者組織の構成員全員が担
う共同出役タイプ、③担い手不足で他地域の担い
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手に運営を任せるタイプがある 13。船岡農場はこれ

「従事分量配当」は、栽培過程において誰がやっ

ら 3 つのタイプをすべて法人内に取り込んで運営

ても収量や品質に影響を与えない耕運・代かき・

している点に大きな特徴がある。すなわち、各農

田植・収穫等の作業に対する 10a 当たりの作業料

家の参加のあり方を柔軟にすることで、農地の団

のことである。料金は資材費・機械代と人件費に

地的利用を可能にし、地域の農業も資源管理も可

分けて作業別の料金表が作られており、農家の作

能にし、政策メリットも享受できる法人化を図っ

業への参加の仕方によってきめ細かい料金の算定

ているのである。

が可能である。ちなみに、耕起の場合、資材費・

船岡農場の場合、①については担い手が健在な

機械代が 3,000 円、人件費 1,500 円、計 4,500 円で

個別の農家や農場の各作物担当のオペレーターに

ある。農家が農場に委託した場合には支払うが、

任せ、②については農作業可能な人には可能なか

自ら作業した場合には受け取ることになる。

ぎり参加してもらい、③については地域外のオペ

「圃場管理料」は、上記以外の作業で、栽培管理・

レーターの雇用や作業の受委託がみられるととも

作業の仕方によって収量・品質・生産コストに大

に、変形的には市民・消費者による「交流体験農

きく影響する育苗・畦塗り・水管理・防除・追肥・

園」における耕作をあげることができる。そして、

乾燥調整等の作業に対する作業料である。上記と

船岡農場の場合、①および②の農場への参加のあ

同様に作業料金表があるが、基本的には農家（構

り方がもうひとつの注目点である。次にこの点を

成員）のインセンティブの部分として販売代金か

みることにしよう。

ら、資材代等の物財費および「従事分量配当」部

「圃場管理料」と「従事分量配当」で「やる気」の
確保と地域資源の保全管理

分を除く金額が支払われる。
「従事分量配当」および「圃場管理料」の対象

表 4 はここ 5 年間の経営収支を示したものであ

となるものを、
「仮従事配当」として年 4 回に分け

る。このなかで、注目すべき費目が製造経費のな

て配当し年度末に清算する。第 1 回 7 月の仮配当

かの「圃場管理料」と表の下段の「従事分量配当」 （毎回 10 日）は概算金（仮渡金）中心、第 2 回 11
である。
この 2 つの項目が示す意味はこうである。船岡
農場に参加する構成員（農家）が単に農場の「労

月が米代金と肥料農薬代金の清算、第 3 回 12 月
が米代金等・交付金等の助成金・地代、第 4 回 3
月が未清算対象・助成金等である。

働者」ではなく、主体性をもって農業による利益

以上を前提に表 4 をみると、農場の経営収支は

を享受し、農業を含む地域資源を将来の住民・世

差引収益（経常利益）
、実質剰余ともに黒字で増

代に残すようにするために、努力の成果（圃場管

加傾向にあり、経営上は順調な運営とみられる。

理料）と作業従事分の配当（従事分量配当）とを

米価下落による売上高減少や肥料・農薬代等の物

正当に評価しようとするシステムである。さらに、

財費や販売手数料の上昇を、野菜・直売と補助金

地代を低く抑え（10a 当たり 5,000 円の支払い）
、

収入、さらに圃場管理料の縮小でカバーする結果

圃場管理料や作業従事分量の料金水準を高くする

になっている。

ことによって、多くの構成員の参加を促して地域

「圃場管理料」の縮小は農家（構成員）の収入

資源の管理・保全につなげる配慮がある。さらに、

の減少を意味し、これには米価の下落や「米の直

集落運営費をここ数年 130 万円ほど支出している

接所得補償交付金」
（定額部分）の 2014 年度から

が、集落単位の調整や活性化への経費補助にあて

の 7,500 円に半減（2018 年度までに廃止）が大き

るなど、集落機能の維持を重視している。

く影響している。このことは担い手の高齢化に伴
い、またとくに山間部での農家の不採算に伴い、

13．矢口芳生『資源管理型農場制農業の存立条件』
（日本の
農業、第 219 集）農政調査委員会 , 2001, pp.3-7.

今後船岡農場への委託の増大につながる。結果的
に船岡農場の労務費（オペレーター等）および事
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船岡農場の経営収支の推移

表4 船岡農場の経営収支の推移
2010年度
会計年度（4/1～3/31）
米代金
41,684,969 36.0
大豆等販売金
29,537
営 飼料稲・米販売金
2,056,927
1.8
業
その他飼料作物
146,000
収
益 野菜・直売等
作業受託料
小計
43,917,433 37.9
作付助成収入
31,823,284
収
一般助成金
34,390,012
営
益
の 業 受取共済金
350,078
部 外
5,098,810
収 補助金収入
益
受取利息
1,581
小計
71,663,765 61.8
特 繰越利益・繰入
-293,910
別
雑収入
656,924
収
363,014
0.3
益 小計
収益合計
115,944,212 100.0
種苗代
2,572,019
3.9
種苗代2
712,200
肥料代
4,447,078
6.7
材 農薬代1
5,107,891
7.7
料 飼料稲農薬代
124,093
0.2
費 鳥獣対策資材費
202,929
放棄地改良費
48,392
0.1
その他
小計
13,214,602 19.9
359,593
0.5
出荷資材費1
荷造運賃
259,662
交流費
販売手数料
製 地代
5,410,705
8.2
造
修繕費
102,352
経
4,140,852
6.2
費 作業委託料
カントリー利用料
5,728,648
8.6
圃場（栽培）管理料
26,240,188 39.5
255,750
機械リース料・他
費
小計
42,497,750 64.0
用
労務費
の
役員報酬
部
会議費
95,200
事務費
136,585
0.2
保険料
6,118
農協賦課金
500
53,200
一 租税公課
般 研修費
259,420
管 集落運営費
40,000
理 集落運営費2
1,010,590
1.5
費 農業共済掛金
421,717
64,155
新聞図書費・他
役員会費
66,522
その他雑費
90,000
減価償却費
小計
2,244,007
3.4
支払利息
1,609
8,399,999
固定資産圧縮損
雑損失
小計
8,401,608 12.7
費用合計
66,357,967 100.0
差引収益（経常利益）
49,586,245
従事分量配当
実質剰余
（注）船岡農場「定期総会」資料により筆者作成。
（注）船岡農場「定期総会」資料により筆者作成。

2011年度
76,890,731 47.6
297,412
4,207,304
2.6
76,000
8,100,114
89,571,561
33,668,692
7,435,383
4,481,156
100,230
15,685,560
4,204
61,375,225
8,095,997
2,413,566

5.0
55.5

38.0

10,509,563
6.5
161,456,349 100.0
4,376,272
3.9
206,590
7,665,492
6.9
6,757,296
6.1
940,522
0.8
473,987
1,021,344
0.9
412,684
21,854,187 19.6
471,500
0.4
398,830
212,257
7,306,495
2,022,054
6,630,105
7,777,754
26,806,324
3,109,112
54,734,431
5,123,058

6.6
6.0
7.0
24.1
49.2
4.6

248,160
150,420
0.1
7,500
500
145,100
87,982
114,000
709,940
0.6
528,787
318,200
96,647
446,334
2,621,274
2.4
5,474,844
4.9
0
23,960,056
107,299
24,067,355 21.6
111,253,875 100.0
50,202,474
42,460,787
7,741,687

2012年度
107,751,453 51.5
159,493
5,822,565
2.8
98,000
11,072,235
5.3
9,017,327
4.3
133,921,073 64.0
44,599,700
7,558,431
3,411,060
495,693
10,439,094
4,059
66,508,037
5,386,222
3,378,536

31.8

8,764,758
4.2
209,193,868 100.0
4,927,269
3.2
23,190
8,830,117
5.8
9,411,679
6.2
49,115
0.0
357,145
1,028,665
0.7
482,089
25,109,269 16.5
482,754
0.3
475,829
314,646
7,882,225
5,324,119
8,364,802
6,404,404
65,470,655
4,000,917
98,720,351
8,475,003

5.2

64.8
5.6

346,589
371,622

0.2

5.5
4.2
43.0

244,680
520,400
244,680
60,000
1,239,486
0.8
543,074
46,273
60,840
208,030
3,038,322
2.0
6,923,996
4.5
0
13,019,555
155,435
13,174,990
8.6
152,403,609 100.0
56,790,259
41,819,258
14,971,001

2013年度
88,338,427
27,914
5,992,160
24,000
21,716,590
10,284,388
126,383,479
42,633,900
7,925,208
3,454,659
103,554
5,554,000
5,535,000
6,276
65,212,597
3,921,995
2,764,775
6,686,770
198,282,846
6,352,023
30,000
9,381,009
9,426,599
509,108
1,418,587
2,447,408
29,564,734
1,185,801
442,293
401,192
535,222
8,956,667
2,331,726
11,648,483
7,422,543
48,983,782
4,480,851
86,388,560
16,785,072
853,052
322,840
273,721
500
320,308
861,992
100,000
1,196,555
582,493
0
227,040
4,189,615
8,928,116
0
4,790,605
107
4,790,712
146,457,194
51,825,652
39,150,301
12,675,351

44.6
3.0
11.0
5.2
63.7

32.9

3.4
100.0
4.3
6.4
6.4

1.0
20.2
0.8

0.4
6.1
8.0
5.1
33.4
59.0
11.5

0.2

0.8

2.9
6.1

3.3
100.0

単位：円、％
2014年度
74,626,232
34.4
0
4,893,622
2.3
44,000
25,635,324
11.8
9,560,931
4.4
114,760,109
52.9
44,358,937
9,085,297
3,985,415
311,025
24,688,244
12,284,547
5,152
94,718,617
43.7
5,809,392
1,624,419
7,433,811
216,912,537
6,729,259
99,462
11,911,193
13,099,554
0
1,114,424
2,811,165
35,765,057
1,010,068
577,027
347,779
2,152,529
8,900,243
3,956,285
10,603,479
9,592,484
14,052,344
5,382,116
56,574,354
32,971,909
988,764
347,243
1,092,073
504,083
5,500
364,738
741,842
50,000
1,251,278
613,767
0
309,815
4,996,558
11,265,661
1,080
6,549,052
6,550,132
143,127,113
73,785,424
49,019,418
24,766,006

3.4
100.0
4.7
8.3
9.2

0.8
25.0
0.7

1.5
6.2
7.4
6.7
9.8
39.5
23.0

0.8

0.9

3.5
7.9

4.6
100.0
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務費（各種事務処理費）
・農場所有の機械等の減

立させた地域農業経営体＝社会的農企業 14 ないし

価償却費等の経費が上昇することになる。生産性

農山村型社会的企業 15 と評価できる法人である。

の低い中山間部の水田において管理コストが回収

船岡農場は、地域ミッション（社会的目的）と

できない状況が増すことが予想される。

ビジネス性（独立採算）の両面に加えて、地域の

別の課題もある。収入の 3 ～ 4 割、2014 年度で

生態的・文化的・社会的な条件を踏まえた地域発

は 43.7％を占める補助金、これへの依存が高い点

展の動態過程の一環として、農業経営と地域資

については検討の余地がある。政策をうまく活用

源維持を位置づけて協働する「地域農業経営体＝

することを否定しないし、とくに中山間地域の現

社会的農企業」である。経済的持続可能性ととも

状をみれば補償金の必要性がある。しかし、
「米

に、地域資源の維持管理といった環境的持続可能

の直接所得補償交付金」の半減および廃止、飼料

性、地域の文化的・社会的な人々の関係性の維持

稲・米への補助金の今後予想される 3 年後の政策

といった社会的持続可能性を確保しようとしてい

見直し、等を射程にいれた対応も求められるので

る。

はないか。そのため、船岡農場では有利な作物の

そもそも「社会的企業」とは、事業により得た

導入や高収益・低コストにつながる生産体系の構

利益を株主や事業主のためではなく、社会的な目

築、現在強化している野菜の団地化と直接販売を

的を重視して事業もしくはコミュニティに再投資

模索中である。
（3）経営のもうひとつの特徴―「地域農業経営体
＝社会的農企業」としての新たな挑戦
「地域農業経営体＝社会的農企業」としての役割
経営における大きな特徴のもうひとつは、船岡

14．矢口芳生『資源管理型農場制農業の存立条件』
（
「日本の
農業」第 219 集・農政調査委員会 , 2001. pp.3-14）におい
て「パートナーシップ型地域農業経営」として提起した

農場の取組が第 1 次産業としての農業経営にとど

が、その後の数ヶ所の農村実態調査を経て、
「
『地域複合

まらず、地域の経営体としてサービス農業や地域

農業』ともいえる『資源管理型農場制農業』を担う経営

資源の維持、耕作放棄地の再生、鳥獣害対策の活
動にも取り組んでいることである。地域ミッショ
ン（社会的目的）とビジネス性（独立採算）を両

体を『地域農業経営体』
」とし、これを共生農業システ
ムの一形態として位置づけた（矢口芳生『共生農業シス
テム成立の条件』農林統計協会 , 2006, p.34）
。その「地
域農業経営体」は、いまや農産物加工もサービス農業も
担い、地域全体をコーディネート、リードする存在に
発展している（矢口芳生『共生農業システム論』
（
「矢口
芳生著作集」第 7 巻 , 農林統計出版 , 2013, pp.8-10, 24, 7172, 365-367, 384-386）
。さらにいえば、地域農業経営体は、
〈農業生産システム〉を基軸として、
〈地産地消システム〉
や〈サービス農業システム〉を組み合わせた地域の多角
経営体であり、一定の利益をえながら、農業の公共性を
確保し、地域に溶け込み、地域をサポートする存在にも
なってきた（矢口芳生『農と村とその将来―規制緩和農
政を超えて』農林統計出版 , 2015, pp.89-98）
。このように、
地域農業経営体は社会的農企業ともいえる。
15．柏雅之「農山村地域における日本型社会的企業の意義と
政策課題」
（2015 年 7 月 12 日に行われた「2015 年度共
生社会システム学会大会シンポジウム」における報告原
稿）において、
「地域に責任をもたない利潤追求型農企
業とは異なり、地域に根差したミッションの遂行を行動
原理とする農山村社会的企業」という指摘をしている。
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されるものである 16。
「社会的企業」の不可欠・最

料用作物は耕畜連携の推進役となり、地力の増進、

小限の要素から指摘すれば、社会的事業（社会的・

循環型農業の構築にも貢献している。

地域的課題の改善・解決型事業）を持続的に行い、

このような取組の過程で法人への結集率は高

得た利益は社会的事業に再投資し、これに関わる

まってきた。法人設立後の船岡農場への参加率は、

主体は地域住民や事業への賛同者で、その主体に

表 3 にみたとおり、設立 2 年目の 2010 年度（2012

よる民主的な合意形成・意思決定・管理運営が行

年 3 月時点）には利用権設定率は 31.7％、組織農家

なわれている企業である。船岡農場はそうした要

率も 31.8％にまでなった。2014 年度（2015 年 3 月

素も備えている。

時点）には 72.3％の利用権設定率、農家の組織率も

「農業経営と地域資源維持」の活動等を、具体的

74.1％と、急速に船岡農場への参加率を高めた。

に指摘すれば以下のとおりである。①新規の 5 条

高い組織率を達成した要因としては次の点を指

コンバインの導入等生産体制の強化とともに、耕

摘できる。当初の原則やプランを実行して信頼を

作放棄地の解消・再生、鳥獣害対策、農地・水管

得てきたこと、収益の確保と地域資源の維持に関

理のための事務局機能の強化等に取り組んだ。②

する実績を着実にあげてきたこと、転作交付金や

未整備水田・畑の未利用地を活用して、体験農園

農地集積円滑化事業等の国等の政策を積極的に活

や自給菜園となる市民農園や交流農園としての「せ

用して農場に利益をもたらしてきたこと、引き続

いきょう農園」の設置・管理を行った。③集落内

き船岡農場への結集を働きかけてきたこと、等で

でのオペレーター登録、草刈等の作業受託、鳥獣

ある。

害対策等で集落内での共助の体制を強化した。④

バックキャスティングと点検

法人の加工販売、消費者との交流、直売等を検討

上記の要因のなかでも「プラン」の実行の点に

している。⑤農福連携などの事業にも取り組んだ。

ついては、県・町が補助する「チャレンジプラン」

さらに、
「転作」も交付金の高い作物を作付け

制度の活用をあげることができる。
「チャレンジ

ることにより、農地利用率や補助金取得額を高め、

プラン」を活用して、
2010 年 6 月に船岡農場は「
『共

農場収益の増大に留意している。たとえば、船岡

生の里』ふるさと船岡再生プラン」
（以下「再生

地区では 2010 年度に交付金が高い飼料用稲・米・

プラン」
）を策定し、これを着実に遂行してきた。

ソルガムの作付率（全水田面積に対する作付面積

「再生プラン」は 10 年先のあるべき地域の農業

の割合）が 10.3％、
大豆・白ネギ・小豆の作付率（同）

や水田を考えたもので、3 ～ 5 年間の 3 段階の中

が 3.0％から 2014 年度に 15.6％、
2.8％に変化したが、

期計画（3 年間は県・町の補助を受けて体制整備

船岡農場では 17.8％、2.2％から 22.3％、3.5％に大

する）になっている。
「法人が核となり、就農や

きく増大するとともに作付率そのものも高い。飼

消費者の土地の利用、美しい水田や畑の利用、手
入れされた里山と農村の環境、連携・交流・循環・

16．次の文献をもとに整理した。経済産業省『ソーシャル

環境保全・相互扶助をキーにふるさとふなおかを

ビジネス研究会報告書』2008.4; 谷本寛治編著『ソーシャ

『共生の里』として再生する」ことが最終目標に

ル・エンタープライズ―社会的企業の台頭』中央経済社 ,
2006; 塚本一郎・山岸秀雄編著『ソーシャル・エンター
プライズ―社会貢献をビジネスにする』丸善 , 2008; 中

なっている。目標に向かって取り組み、一歩一歩
実現していこうというものである（バックキャス

川雄一郎『社会的企業とコミュニティの再生』大月書店 ,

ティング）
。点検も行いつつ、達成年次は 2014 年

2007, 等。なお、上記の経済産業省『ソーシャルビジネ

度である。

ス研究会報告書』
（p.3）によれば、社会的企業とは、①
社会性（社会的課題の解決が事業目的）
、②事業性（①
のビジネス化・継続化）
、③革新性（新商品・サービス

「第 1 段階」は、地域全体を支える組織体制の
確立である。地域全体の農業と水田を守る船岡農

等の開発と新しい社会的価値の創出）
、この 3 つの要素

場、専業農家、兼業農家それぞれの役割と機能を

を満たす主体としている。

分担し、各集落の団結、新規就農などの若手農家
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の育成支援等を行う。そのために、船岡農場への

入している。鶏糞・堆肥の散布は東部コントラク

農地の集積と加入の促進、若手・オペレーター・

ターが担っている。

生産加工部門等の組織化により法人運営の改善、
財政基盤の確立を図る。

2011 年度には、耕作放棄地の拡大を防止しつ
つ、営農システムとして確立できるように、とく

「第 2 段階」は、水田の有効利用をはじめ法人

に次の点に取り組んだ。オペレーター体制の確立、

としての事業の強化である。水田のフル活用、耕

白ネギ・ブロッコリーなどの野菜はじめ特産物生

作放棄地の解消、地域の農業は地域で守ることを

産を強化して収益確保、飼料用米・稲の振興等に

基本に、個々の農家は自らできることは最大限自

取り組んだ。2011 年 8 月には限界集落の志子部集

ら行うことにする。集落内の助け合いの人間関係

落（共生の里モデル地区）で、船岡農場や人材バ

を取り戻す。とくに山間部の場合には、船岡農場

ンクによる鳥獣対策の柵づくり、消費者によるソ

が草刈・鳥獣対策等を直接行うことも考慮する。

バの播種などを行った後、学生等も参加して交流

「第 3 段階」では、崩壊や衰退を食い止める段

会が開催された。東北地震被災地に餅を送ったし、

階から再生を目指す。生活と生産、体験と交流、

12 月には被災地・宮城県石巻にも出向いて「大餅

生産と販売（産直・地産地消）がより一体となる「共

つき大会」
（今も続行）を行った。

生の里づくり」を行う。地域にある各種団体等と
の連携を強める。

2012 年度までに耕作放棄地対策は大きく前進を
した。耕作放棄地は旧船岡町内で 10ha、予備軍も

2015 年 11 月現在、
「再生プラン」の目標はほぼ

入れれば 40ha はあるとされ、その解消に 2008 年

達成されたと思われる。以下に年次別の主な取組

度より積極的取り組んできた。2011 年度は小規模

を紹介しておこう。

未整備水田 9 筆、60a を解消しソバ畑として活用

2010 年度（2011 年 3 月）
、
「再生プラン」に基づ

した。2011 年度までに水田 20 筆・160a、樹園地

き様々な取組がよりスムーズにできるように、13

52a を再生した。さらに 6 筆を再生し交流田とした。

団体で「ふなおか共生の里づくり活動協定書」が

2012 年度には水田 9 筆・83a を再生した。2012 年

締結され、
「ふなおか共生の里づくり推進協議会」

度までに解消水田 35 筆・283a、樹園地 52a の実績

が発足した。船岡農場は、推進協議会の主要構成

をあげた。ここでは飼料用稲・ソルガム、体験農

メンバーとして参加することになった。

園、野菜畑、ラズベリーなどが作付けられている。

この年度の船岡農場の取組としては、米の生産
体制の強化に関しては、大型機械（コンバイン・
田植機・トラクター）の導入、鳥獣対策の徹底、

2013 年度以降の再生の取組はないが、再生農地の
充実を図っている。
2012 ～ 2014 年度は、
「ふなおか共生の里づくり

品種選定と栽培体系の改善、そして若い後継者

推進協議会」との協働で様々なイベントを実施し

や新規就農者などを育成できる体制も整備してき

た。また、野菜等の生産販売も順調で、農場の収

た。米以外でも、
畜産農家と連携した飼料用稲・米・

益は差引収益・実質剰余ともに、表 4 にみたとお

作物の生産と利用、耕作放棄地の再生、交流体験

り、年々増大している。しかし、米価の下落、物

農園の整備に取り組んだ。

財費（肥料・農薬・出荷資材費等）の上昇があり、

耕畜連携については前記の点を含め指摘すれ

補助金依存が高まり、新たな部門導入等の必要性

ば、飼料用米は「ひよこカンパニー」に 25 トン

といった課題が浮かび上がる。また、兼業農家等

供給して鶏糞を飼料用米水田に 10a 当たり 2 トン

の高齢化により「圃場管理料」が減る一方で、他

を投入、飼料用稲は 9ha を作付 70 トンを美歎（み

方農場の直営的な作業が増えて「労務費」や「事

たに）牧場に供給して飼料用稲水田 30ha に堆肥

務費」等が増大しており、直営農地の増加への対

を 10a 当たり 3 トンを投入、さらに畜産農家に飼

応の必要性という経営上の課題もある。

料用ソルゴーを供給して同地 5ha に同 3 トンを投

2015 年度以降の 2020 年度を目標年度する「中
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期計画概要と経営改善計画」が決まった（第 7 回

③人づくり（相互扶助の人間関係の再構築、村と

定期総会）
。売上 1 億 9,000 万円、集積面積 7 割と

農業の後継者育成）を基本理念に、農業・農村の

経営規模はおおよそ現状を維持しつつも、次の 5

生き残り・活性化を図るというものであった。

点が掲げられた。

ここで目指す基本的な方向は次の 4 点であった。

①耕畜連携を基礎とした有機米、低コスト・省

①集落の農業の維持、相互扶助の人間関係の立

力の稲作で有利販売。②耕畜連携・循環型農業地

て直しなど、子供たちに集落と農業を残す取組と

域として有機の里づくりと地域ブランドの構築を

する。

目指す。③畑・転作田における白ネギ・ブロッコ

②そのため、集落の土地の虫食い状態（耕作放

リー等の特産野菜の生産、加工や食材・料理の提供、

棄地を含め）
を防ぐ。地域の土地の器
（利用権設定）

自給野菜の生産の促進。④里山・樹園地の保全と

づくり、組織（法人化）づくり、人間（村と農業

活用、新規就農者等の定住化の促進、鳥獣害対策

の後継者）づくりの取組とする。

の徹底。⑤畜産の強化と循環型農業の推進、因伯
牛発祥の地としてブランド化と加工部門の導入。

③集落営農として農事組合による法人化を目指
す。法人化のイメージとしては、旧船岡農協をイ
メージした旧船岡町地域の広域を 1 組織とし、実

（4）船岡農場の設立過程―徹底した話し合いで「地
域農業経営体」を設立
地域の協働組織としての集落営農
ここで、船岡農場が設立されるまでの経緯、設
立後の取組について以下に紹介しつつ、船岡農場

行組合単位を運営の基礎にする方法、もうひとつ
は各集落別の法人をつくり、集落営農推進協議会
的な組織を設置し、全体の調整を図る方法がある
が、当面は後者の各集落単位を基礎とする方向で
取り組む。

の特徴的な性格にふれておこう。ここでの主な資

④鳥取いなば農協船岡支店としての重要な取組

料は、
「集落営農推進プロジェクト」が発行する『集

とし、全集落で集落営農組織を確立することを基

17

落営農推進だより』 および船岡農場の「定期総会」
資料である。
2006 年末に旧船岡町・下町集落に 39 戸・21ha
の「農事組合法人・船岡下町農場」が発足したこ

本に進める。
方針の具体化には、
「農事組合法人・船岡下町
農場」の経験も踏まえて、次の原則でスタートす
ることとした。

とを契機に、地域の農業・農地・後継者・鳥獣害

①極力現在の姿を変えずに現状から出発する。

をどうするのか、農協の役割・集落営農とは何か、

②働ける人は現状どおり、自分で自分の土地で

こうした点に関して船岡全域で集落ごとに真剣な

作業し、自分の水田を守ることを基本に、土地利

話し合いが始まった。旧船岡町における集落営農、

用や農作業は構成員の意志を尊重・重視した運営

その法人化の話し合いは、ここが出発点となる。

を図る。

具体的な集落営農に関する本格的取組は 2008
年に入ってからである。JA 鳥取いなば船岡支店・

③機械投資は極力避け、現在の機会を最大限に
利用する。

町・普及所・八頭農林局により、2008 年 6 月に「集

④農家毎に収支を算出し、収益・経費がわかる

落営農推進プロジェクト」を発足させ、7 月には

ようにする。法人活動の工夫により、法人化前よ

集落営農を取り組む方針を決定した。その方針と

り基本的に負担は増えないようにするが、状況を

は、①器づくり（利用権設定などの土地の利用形

みて 3 年後に再検討する。

態）
、②組織づくり（集落営農法人などの組織）
、

さらに、次の具体策も提示した。
①水田での稲・転作の作付意向・要望（自分で

17．集落営農推進プロジェクト編集『集落営農推進だより』
第 1 号（2008.8.10）～第 48 号（2015.10.10）
。

できる作業、法人への部分作業委託、全作業委託）
を事前に取りまとめる。
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のとりまとめと注文等について明確にする。法人
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基本理念から、ひとりで行う有限会社等ではなく、
農事組合法人を選択している。

の受託作業については、作業計画、オペレーター

2009 年 1 月には引き続き「集落営農座談会」が

等との分担計画を立てる。米の収穫作業の農協へ

開かれたが、集落営農のメリットへの理解不足、

の委託、飼料用稲のコントラクターへの委託等の

各集落における事務や経理を担える人材の不在へ

調整も行う。

の不安等があり、急速な進展はみられなかった。

③農業機械は現行の利用を前提に、作業料・利
用料を設定し、法人内での分担により精算する。

しかし、稲の作付も転作も配分に達せず、営農意
欲が急速に減退するなか、農業政策における規模

④法人運営の財源は、構成員が所有する土地で

要件がクリアできずに政策支援も受けられないの

作業する場合は別として、利用料とオペレーター

では、地域資源や農業の維持はますます困難にな

料の差額と、法人化により上乗せされる助成金と

るのは明らかであった。

する。
徹底したコミュニケーションの成果
以上のきめ細かい方針をもとに、2008 年 7 月に

そこで、広域で対応すれば可能性はあるとの結
論に達し、2009 年 3 月に船岡地区全体を対象とす
る担い手組織の設立を模索する「集落営農等担い

集落営農等に関するアンケートを実施した（配布

手対策会議」
を発足させる。3 回の検討会議を経て、

戸数 568 戸、回収 484 戸、回収率 85.2％）
。その結

4 月には「船岡地区法人発足準備会」に名称を変

果では、現状維持が 56％、縮小が 36％との意向

えて 4 回の検討会議がもたれた。そして、6 月に

のなか、トラクターや田植機の保有率が高い状況

は各集落単位の組織化から実行組合単位（農用地

だったが、集落営農体制を「検討すべき」とした

利用改善団体を設立）を基礎とする広域集落営農

のは 44％であった。

法人としての「農事組合法人・八頭船岡農場」を

この結果を踏まえた「集落営農座談会」が 8 ～

設立した。

9 月に集落別に実施された。34 集落中 4 集落で座

法人設立の趣旨は、大きく 3 点である。①「耕

談会ができなかったが、参加戸数は 477 戸中 237

作放棄地が増加するなかにあって、
『集落の農地・

戸（49.7％）であった。座談会では将来の水田の

水田は集落で守る』ため」であり、②「単に農地

管理、農業の担い手、鳥獣被害、耕作放棄地等へ

を守るだけでなく、住民が住む地域社会や生活環

の不安や心配の意見が多く出されたという。この

境、大地・環境の保全など、豊かに生活し、最低

背景には、旧船岡町の基幹的農業従事者の 91％が

限の人間らしい人生を農村の地域社会で持続さて

60 歳以上、81％が 65 歳以上、50 歳未満はわずか

いく」ことであり、③「地域の農業と農村の共同・

3％という状況（2005 年センサス）がある。いず

相互扶助につながりを守り、つぎの世代につなげ

れ地域の農業・農地をはじめとする様々な資源の

ていくこと」である。法人が取り組む事業は、土

維持さえも困難になるとの集落構成員の危機感が

地の集積と有効利用体制の整備・水田の活用促進、

あり、その解決の道筋のひとつが集落営農という

米等農畜産物の振興、耕作放棄地の解消、集落営

意識も醸成されていった。

農の推進と担い手の確保育成、
である。まさに「地

こうしたなか、集落営農、集落営農の法人化
等のメリットを広く知ってもらう努力が重ねられ

域農業経営体＝社会的農企業」の性格をもった法
人の設立であった。

た。その成果ともいうべき「農事組合法人・隼郡

2009 年 8 ～ 9 月には、法人設立の趣旨等に関し

家農場」が 32 戸・22ha をもって、2008 年 11 月

て、集落別に座談会がもたれた。34 集落中 31 集

に発足した。八頭町では、山の上集落、下町集落

落が実施した。自民党から民主党への政権交代と

に続いて 3 番目の農業生産法人の設立となった。

いう大変化も加わり、農政や集落営農に関する関

集落の全員で地域資源の利用と維持を図るという

心が高まった。収穫を終えた農閑期の 11 月から
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も集落別に座談会がもたれた。
2010 年 3 月までの取組により、4 集落が船岡農

区 画 の う ち 10 ～ 20a 区 画 が 734 枚（ 全 区 画 の
34.8％）
、10a 以下の区画が 1015 枚（48.2％）で、

場に参加することになり、
「農事組合法人・隼郡家

20a 以下の区画が全体の 8 割にものぼる。圃場の

農場」を含め 5 集落 118 戸、71ha となった。2010

畦を取るなどして区画の大型化を進めないと、増

年 6 月には新たに 6 集落が参加し、隼郡家も含め

え続ける農場直営の機械作業や圃場管理は難しく

11 集落、230 戸、126ha となった。そして 2015 年

なる。低コストでの区画の大型化が必要だ。

11 月現在、表 3 のとおり、船岡地区全集落の 34

第 2 に、米価の下落や補助金収入の減少等への

集落、531 戸を組織し、250ha の農地を集積する

対策、たとえば新たな部門の導入等による一定の

に至った。

収益確保の必要性である。上述したように、この
ままでは担い手の高齢化や山間部での個別農家の

（5）今後の課題
以上のように、船岡農場の精力的な取組は様々
な成果をもたらしたが、次のような課題も残され
ている。

経営の赤字化に伴い、船岡農場への委託が増大し
（とくに山間部水田）
、船岡農場も管理コストを回
収できずに農場自身が赤字化する懸念がある。
検討中の具体策としては、生産品等の船岡農場

第 1 に、船岡農場は農地の団地的・連坦的な

ブランドの形成とその全国展開、新たな農業部門

利用が可能であるが、区画数は 2,107 筆にもおよ

や加工部門の導入であり、たとえば、白ネギ等の

ぶ圃場、また 10a 以下の圃場 1,015 枚（2,107 枚の

ブランド化や加工品の開発、また鳥取県の優良牛

48.2％）を今後どのように管理するのかという課

の優良飼料や特有飼料による飼育（放牧事業）
、そ

題である。圃場管理システムの開発と圃場の大区

のための畜産クラスター・地域農業クラスターの

画化が必要になるのではないか。

構築（ひよこカンパニーや美歎牧場等との連携強

膨大な数にのぼる小区画圃場を抱える船岡農場

化）等が考えられている。畜産については、県畜

であるが、基本的に各農家が管理しているため現

産農協が進めるクラスター構想との整合を取りつ

在は各圃場の対応に関する問題はとくに生じてい

つ進めることが重要となろう。

ない。しかし、今後、地域の担い手が高齢化して

第 3 に、上記 2 つの課題に応えられる担い手の

船岡農場に全面委託するようになると、現在 60ha

確保の問題である。平坦部の水田は比較的管理し

程度の直営的な圃場はさらに増え、畦畔の草刈、

やすいが、山間部の水田は相当の労力がかかり、

水管理、水路等の共同作業等、この担い手の確保

とくに若い担い手の確保が欠かせない。そのうえ

をはじめ、何よりも 2,107 筆の圃場 1 枚 1 枚の状

で上記の課題を解決しつつ担い手の定住化を図る

況確認と適切な管理・作業の段取りとやりくりへ

こと、そのための条件整備も重要であろう。

の対処という問題が生じてくるのではないか。今

鳥取環境大学や学生人材バンク、地域おこし協

後、船岡全体の組織化を目指す船岡農場としては

力隊等との連携・協力で若者が定住しつつある。

3,000 筆が対象となる。

県畜産農協の取組のところで紹介したが、さらに

農場事務局の誰もが活用できるような 1 筆毎の

充実した取り組みや対策が必要となろう。

圃場管理システムの開発が求められる。この点は、
船岡農場に限らず全国の大規模農場、とくに中山
間地域の小区画圃場を多数抱える大規模農場に共
通した課題であり、県や国が早急に対処すべき課
題であろう。また、これに関連して鳥獣害への抜
本的な対策も県や国が総力をあげて構築すべきだ。
圃場の大区画化も必要になるであろう。2,107

５． 田中農場―土作りから始まったビジネ
ス型地域農業経営体
（1）経営概況
鳥 取 県 八 頭 町 の 郡 家 地 区（ 旧 郡 家 町 ） に は
100ha 規模の法人が 2 つある。ひとつは農協の出
資で設立された「開発センター」
（後述）である。
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もうひとつが有限会社・田中農場である 18。田中農

の区画が 4 枚（0.8％）
、
30a 以上区画 64 枚（13.1％）
、

場は 1996 年 1 月に資本金 1,000 万円をもって有限

20a 以 上 区 画 225 枚（45.9 ％）
、10a 以 上 区 画 154

会社として設立された。2015 年 10 月現在の経営

枚（31.4％）
、
10a 以下の区画が 43 枚（8.8％）である。

状況は次のとおりである。

1 圃場平均が 22.0a と小さいが、団地的なまとまり

経営陣は代表取締役（64 歳）のほかに役員 3 名

をもっている。

（妻、息子 37 歳、家族外 53 歳）
、従業員は正社員

団地的な利用ができるように比較的まとまった

が 10 名、臨時雇用が 6 名で、いずれも八頭町お

農地の集積を進めてきたということもあるが、貸

よび近隣町村からの雇用である。正社員のうち 6

し手の申し出に応じて集積してきたことも事実

名は 20 ～ 30 歳代で若い。25 歳までは初任給を月

で、それらの結果が現在の農地集積の状況になっ

14 ～ 15 万円として能力に応じて年々昇給するが、

ている。田中農場がある下坂（おりさか）集落

農場への定着の可能性を見定めて後、年収 300 ～

30ha のうち 26ha を集積、
これを含む旧郡家町内
（約

400 万円になるようにしている。

200ha）に 85ha（約 43％）の圃場がある。農場の

営業品目は米・豆類・野菜類・飼料作物等の農
産物の生産・販売、また餅・味噌・きな粉・日本酒・
白ネギ酢・黒豆茶等の農産加工品の販売である。

半径 3km 以内に約 8 割を集積し、もっとも遠いと
ころでも 8 ～ 9km である。
借地は 1976 年ごろから始まった。当初は相対

売上は約 600 万円で、
販売方法は口コミやインター

契約がほとんどであったが、現在はすべて中間農

ネットが大半である。農産加工は自らせずに、農

地管理機構（これまでに 3 名から 1ha 程度）や

産物を加工会社に買い取ってもらい（技術のある

農業委員会をとおしており、契約期間は 3 年お

人に加工してもらったほうが良い加工品ができる

よび 6 年間が中心である。賃借料は、かつて反

との考えから）
、それを加工会社が加工した商品

当 28,000 円という時もあったが、現在は郡家平均

の一部を田中農場が買い取り販売している。

7,400 円である。田中農場では水利費（反当 300 ～

なかでも日本酒は評判が高く、県内外 7 社を

500 円）も負担して反当 8,000 ～ 10,000 円を支払っ

中心に「田中農場産の特別栽培米『山田錦』を

ている（田中農場では水利等込みで 11,000 円まで

100％使用した日本酒」として製造・販売されてい

は支払うことにしている）
。

る。製造された日本酒の一部は、田中農場が小売

2015 年度（1/1 ～ 12/31）実績の作付内容は次

権を取得して販売している（2005 年酒類販売業免

のようになっている。水稲が全部で 90.4ha、この

許を取得）
。

内訳はコシヒカリ 36.1ha、醸造用酒米（山田錦）

経営面積は 107.6ha、このうち所有地が 0.9ha で、

40.3ha、
もち米（ハクトモチ）3.5ha、
加工用米 7.1ha、

106.7ha が借地（99.2％）である。貸し手は 228 名

その他うるち米（ひとめぼれ、
みつひかり他）3.4ha

におよび、圃場枚数は 490 枚である。筆数は 500

である。豆類は大豆が 1.0ha、黒大豆 1.0ha、小豆

であるが、8 カ所で貸し手の同意を得て畦を抜き

0.5ha である。野菜類は白ネギが 2.3ha、白菜 0.1ha、

490 区画にした。圃場の大きさの内訳は、40a 以上

カブ 0.1ha、ニンジン 0.1ha、玉ねぎ 0.1ha となっ

18．田中正保「水田基盤の再構築と土づくりで築く大規模水
田営農」
『日本農業の永続可能性をめぐって―主として水田

ている。飼料作物は飼料用コーンが 3.7ha、飼料用
稲 1.9ha、ソルゴー 3.4ha、その他 3.0ha である。

農業について』
同上, pp.83-103; 服部信司
「鳥取県東部地域

農業用施設は、乾燥場 185㎡、精米所 84㎡、倉

の農業経営法人：
（有）
田中農場―土づくりに基づく高品質

庫 5 棟（226㎡、401㎡、264㎡、206㎡、261㎡）で

のコメ生産」
『農村と都市をむすぶ』
757 号 , 2014.11, pp.66-

ある。農業用機械は、乾燥機 7 台の計 367 石（70

69; 永田計次
「堆肥と減農薬栽培で水田の大規模耕作―地力
を引き出すことで作物のフィールドが拡がる」
『農業と経済』

石 2 台、56 石 1 台、50 石 1 台、他 3 台）
、トラクター

73 巻 5 号 , 2007.5, pp.98-105;「有限会社 田中農場」
田中農

大 型 7 台（130ps、96ps、85ps、79ps2 台、65ps、

場ウェブサイト〈http://www.farm-tanaka.jp〉等を参照。

44ps）
、他 5 台（15 ～ 33ps）のほかに重機ショベ
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ル 3 台（55ps、34ps、29ps）
、フォークリフト 3

「ビジネス型地域農業経営体＝社会的農企業」と

台、自走マニアスプレッダー 2 台（82ps、60.5ps）

表現できる内容をもっている。以下に述べよう。

を 保 有 す る。 コ ン バ イ ン は 6 条 刈 2 台（113ps、
100ps）
、3 条刈 1 台、田植機は 6 条植 2 台、4 条植
1 台をもっている。
乾燥機 367 石は、ほぼ 200ha 経営の装備である。
「米を高く売るためには必要な石数なのだ」とい
う。1 日目は送風だけにして「天日干し」に近い

（2）注目すべき経営の特徴―徹底した土作りと輪
作体系による大規模水田営農
小区画のため作業効率の向上、コスト低減に課
題を残しているが、土づくりや圃場管理、経営の
あり方は農法の革新に示唆を与える。

乾燥過程とし、2 日目に「火を入れる」ことで仕

第 1 に、徹底した土づくり、土壌・圃場・水管

上げる。そのため 2 倍の乾燥機を装備しているの

理のうえで水稲栽培が行われていることである。

である。

いわば農地の地力・豊沃度をもって米をつくるこ

2014 年度の販売額は 1 億 5,800 万円にのぼる。

とに徹している。地力・豊沃度の向上のために行

補助金は約 1,500 万円で 1 割強を占めるが、
「可

うことが 2 つある。ひとつは堆肥の施用と徹底し

能なかぎり補助金には頼らない経営に心がけてお

た深耕であり、もうひとつは暗渠と微勾配である。

り、他の経営体に比べてすくない」という。
「農業

堆肥の施用についていえば、近隣畜産農家 5 戸

政策の変更で補助金も変動するため、これにより

から 1,000 頭分の牛糞を譲り受け年間 2,500 トン、

農業経営が影響を受けないようにしている」
。主な

これに籾殻や豆腐屋から調達したオカラを合わ

経費は人件費が約 4,200 万円、地代 1,000 万円、修

せ、4 ～ 5 回の切り返しにより発酵させるという

繕費 1,200 万円、
償却費 750 万円、
水光熱費 700 万円、

完熟堆肥を自らつくり施用する。田中農場ではこ

肥料・農薬費 350 万円、役員報酬が合計で約 2,000

の堆肥を 10a あたり 2 トン投入する。深耕の点は、

万円である。2014 年度の差引収益は約 690 万円で

プラウで 30cm 前後（一般的なロータリー耕の 3

あった。

倍の深さ）の天地返しを行っている。これにより

さらに販売額の内訳をみると、売上の約 9 割が
米、ほかに野菜全部で 1,000 万円程度、農産加工
品が約 600 万円である。米の内訳は、
酒米が約 5,000

水田の豊沃度を高め、無化学肥料・減農薬による
作物の栽培を行っている。
稲刈が終わるとすぐに、稲刈後の稲ワラと土を

万 円（40 ～ 45 ％）
、コ シヒカ リ等 が 4,000 万円、

混ぜ合わせるためにスタブルカルチ（腐植促進・

もち米が約 2,000 万円である。米は後述のとおり

砕土・整地機）で浅耕する。冬前の温暖な時期は

すべて特別栽培米で、反収は郡家平均 8.5 俵より

微生物が活発で、稲ワラの腐植が進み、排水性が

1 俵程度低いが 12 万円の収益になる米価で取引さ

向上し、
土中に空気が入り、
こうすることで「地力・

れている。酒米はさらに高い反当 13 ～ 14 万円で

豊沃度のある土・農地になる」という。

の取引であるという。取引先は、
コシヒカリはスー

暗渠についてはサブソイラーを用いる。これに

パー、レストランのほか、農高卒業後 1 年間研修

よって心土破砕や明渠・暗渠で排水を良くする。

生として入社した縁で埼玉県にある「埼牧（さい

また、レーザーレベラーで水田の迅速な灌排水を

ぼく）ハム」
（レストラン）にも卸している。農

行えるように均平化後 1 万分の 2 ～ 3 の勾配
（100m

産加工品の一部はインターネット販売である。

で 2 ～ 3cm の勾配）をつける。これらにより精密

以上のように、特別栽培米等にみるように高付
加価値農産物の生産・販売、また、自社農産物の
加工委託と販売を行う、ビジネス型農業経営と評

な圃場・水管理を行うことを可能にし、田畑輪換
可能な水田の汎用化も図った。
サブソイル（subsoil）とは心土、表土の下の土

価できる。さらに、その経営基盤は「農業らしさ」

壌のこと。心土と作土の間には耕盤があり、これ

と「地域資源の保全管理」にも大きな特徴があり、

があると排水が悪く作物の根も入っていかないた
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め、これを壊す目的で深さ 40 ～ 50cm の溝状の切

地力・豊沃度をもって米以外の作物も作ることに

れ目を入れるが、この切れ目を入れる機械をサブ

こだわっている。

ソイラーという。また、レーザーレベラーとは、

鳥取は雨が多いために、大豆も白ネギも本来

レーザー光線制御によって、圃場を砕土しながら

排水の良いところで栽培される。そのため鳥取の

均平にする機械のことである。

白ネギは砂丘地帯（弓ヶ浜）が産地になってい

第 2 に、酒米や特別栽培米等、高品質の米づく

る。水田で白ネギを作ろうとすれば、最後の仕上

りに徹していることである。これは、上記の徹底

げのために（ネギの白い部分を長くする）土上げ

した地力・豊沃土の向上、精密な土壌・圃場・水

10cm では商品にならない。つまり、耕土 10cm 程

管理により可能になるものである。

度では良い白ネギにはならない。小石などがなく、

田中農場ではすべての農産物が特別栽培

19

であ

少なくとも 30cm の耕土が必要なのだ。そして、

る（2004 年鳥取県特別栽培農産物生産登録）
。農

連作障害を避けつつ地力・豊沃土を保ち収益をあ

産物のうまさ・食味にこだわっている。水田にお

げるために輪作が欠かせない。

ける農薬は初期の除草剤散布にかぎり、化学肥料

以上のように、経営全体からいえば、栽培技術

は使わない。環境に配慮した循環型農業を実践す

で農産物をつくるというよりも、農作物の生育条

る農場として、鳥取県からエコファーマーの認定

件を整えて農産物をつくる、地力で農作物をつく

（2006 年）を受けている。移植本数も周辺農家が

る、したがってどんな農産物もつくれる農業経営

坪当たり 70 本であるのに対し、田中農場では 42

ということになる。短期的な視点からではなく、

～ 45 本程度の疎植である。そのため反収も周辺

長期的な農業経営の継続という視点から農業を

農家よりも 1 俵程度低い。しかし、上述したよう

行っている。大規模経営になると、利益を上げる

に食味・減農薬・無化学肥料・高品質を背景に高

ために工業的・短期的な発想に陥りがちであるが、
「土づくり」という農業本来のあり方、農業的な

価格で販売している。
酒米の品質を左右するのは米粒の均一さであ
り、均一さを左右するのは水田地力と配水（水の

発想からの経営および経営基盤の強化を追求して
いると評価できよう。

行き渡り）の均一さである。うるち米はおいしさ
だが、酒米は味も重要であるが米粒に不ぞろいが

（3）田中農場の設立過程―農場を支える土づくり

あると米粒の精米歩合に影響し、酒の品質に大き

と耕畜連携

く影響するのである。このためには 1 区画の圃場

田中農場の経営は、1971 年、豚 4 頭の飼育から

で稲の育つ条件を均一にすることが決定的にな

始まった。1976 年には約 200 頭に増頭するととも

り、この点で田中農場の酒米は酒造メーカーから

に、初めて 0.3ha の水田を借り受け稲作も始めた。

高い評価を受けている。

1976 ～ 1986 年には 2 人ほどの雇用で行なうなか、

第 3 に、このような水田基盤（汎用化水田）に

1980 年に田中農場を設立し（1996 年に有限会社

おいて、酒米を含む水稲の乾田直播（コシヒカリ

として法人登記）
、親からも 1.6ha の水田を借りて

4ha、山田錦 5ha、飼料用米 1ha）
・移植、大豆・

13ha として、米、転作の麦、大豆等をつくった。

黒大豆・小豆、白ネギほか野菜、緑肥等地力増進

現在のような米が主体の経営になったのは 1987 年

作物、等の輪作体系を確立していることである。

以降である。

かんでん じかまき

汎用化水田であるからできる輪作であり、農地の
19．特別栽培農産物とは、地域の栽培慣行レベルに比べて、
化学合成農薬を使用していないか使用成分が 50％以下、

この時期に悩んだことは、稲にとって生理生態
上もっともいい状態の農地とは何か、土づくりに
必要なことは何かということであった。水田の減

化学肥料を使用していないか窒素成分量が 50％以下で

反が行われるなか、1968 年～ 1977 年の 10 年間基

栽培された農産物をいう。

盤整備事業が行われたが、
「耕土 10cm 程度を取っ
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て戻す整備では、米が作れるような水田整備だと

散布程度にしている。
「今後もこうした経営方針

は思えなかった」のだ。また、
「ブルドーザーが

を貫く」という。

何度も往復して踏み固めた耕土は小型の農機では

このような土づくりに欠かせないのが、堆肥で

とても歯が立たないし、ときは玉石が埋まってい

あり、畜産農家との連携である。上記のとおり、

ることもあった」という。

水田 10a 当たり 2 トンの堆肥を投入するが、その

そこで行った土づくりは、深耕と堆肥投入で

ため近隣畜産農家 5 戸から 1,000 頭分の牛糞を調

あった。
「年に 2 回プラウで起こし、その都度堆肥

達している。これは 2 トン車で 1,000 台分あり、2

や大豆・麦の残渣を入れ徐々にプラウを 2 ～ 3cm

トン車 1 台当たり 500 ～ 1,000 円で買い取る。こ

深くするようにし、耕土を 20cm、30cm と深耕し

のほか 5ha の飼料用トウモロコシの収穫作業を東

ていった」
。深耕するためには 10ps や 20ps のトラ

部コントラクターに委託している。

クターでは無理で、当時（1982 年）としては驚く
ほどの 131ps の大型トラクターに 3 連・4 連のプ

（4）今後の課題

ラウでの田起こしとなった。
「北海道十勝で使う

以上が「有限会社」
・田中農場の概況と評価で

機械」である。こうなると「田植機は水田のなか

きる優れた点である。農事組合法人とは違った面

で思うようには動かないし、普通の苗では不ぞろ

もあれば共通する面もある。同様に下記のような

いの移植（田植）になるため、ポット苗を用いて

課題も指摘できる。

疎植にしなければならない」のだ。

第 1 に、全国の 100 ～ 200ha 経営に共通する課

また、堆肥の散布は牽引式のマニアスプレッ

題、すなわち田中農場における 490 枚にもおよぶ

ダーではなく、自走式のそれで行った。山陰は雨

圃場管理のあり方を今後どうするのかという点で

が多く水田が「ぬかる」ためだ。これを少しでも

ある。船岡農場に比べれば比較的平坦部に位置す

改善して作業効率を上げ、地力を向上させるため

るため区画数も小区画割合も少ないが、やはり多

に、上記のような大量の堆肥の投入とともに、サ

数の小区画圃場は管理や作業の効率化にとっては

ブソイラーで排水用暗渠と圃場の傾斜（100m で 2

大きな課題である。

～ 3cm の勾配）
を施すことにした。水田の
「ぬかる」

小区画圃場は今後さらに増える可能性もあり、

程度は他の水田に比べて相当に改善がみられ、降

圃場ごとの管理のあり方、圃場管理システム開発

水翌日でも大型機械でも作業ができる状態まで改

も課題である。
「規模のメリット」が「規模のデ

良した。また圃場に傾斜をつけたことで、水管理

メリット」にならないための対策の必要性である。

も効率的になった。水田に水を入れる場合、他の

これらは早急な対応が求められるし、大規模経営

水田では 1 日で 3 区画がせいぜいのところ、5 区

に共通した課題といえよう。

画が可能になった。これらによって「稲の生育も

区画数が 490 にも達すると、どこの圃場から何

よく、飼料稲や収穫後の稲ワラはカヤのような稲

を誰が、いつ、どのように作業・管理するかが複

になる」のだ。

雑になってくる。現在は何とか対処しているが、

1987 年には米価が 31 年ぶりに引き下げられた

さらに区画数が増えると難しい。誰もが管理でき

が、これを契機に米づくりを本格化させた。経営

るようなシステムの開発がないと、さらなる規模

面積は 40ha になっていたが、土づくりにも力を

拡大や田中農場自身の経営継承にも支障が生じる

入れた。そのためか、1993 年の東北・北海道を中

であろう。これと並行して圃場区画の大型化が必

心とした大冷害のときでも大きな減収にはならず

要であろう。

にすんだ。こうした経験から、今日に至るまで土

第 2 に、
鳥獣害対策、
圃場畦畔や用排水路の草刈、

づくりにこだわった農業生産をしている。化学肥

共同作業として行う幹線用排水路の草刈や管理等

料を使わず、最近では農薬にしても初期の除草剤

の日常必要な農作業への対応、耕作放棄地への対
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応等の問題である。地域社会の一員としての農企

高知県朝倉市の水田・みかん経営の農家（1 戸 3 人）

業家（地域農業経営体＝社会的農企業）の責任と

とは、作業上の手間換えを行っている。東西の移

役割が、これからも問われるのではないだろうか。

動は作業適期（気温差）からみて困難であるが、

畦畔の草刈は、現在、田中農場が 8 割を処理し

南北の移動は非常に有効で、今後も継続すること

ている。残りは八頭町内の人に委託している。鳥

で現在の規模および規模拡大に展望を見出してい

獣害対策にも農場で対処している。しかし、今後

るという。

はこうした管理に関して、貸し手も何らかの形で

この着想は、大豆を栽培していたときに生まれ

関わってもらわないとなかなか手が回らない状況

たものだ。台風の際に、小規模栽培ではきめ細か

が出てくる。最終的には、地域（旧郡家町、八頭

い対応で乗り切ったが、田中農場では 30ha 栽培

町全体等）の耕作放棄地拡大にもつながる問題で

で手が行き届かずに大損害をこうむった。大規模

ある。

作付の場合には、短時間・短期間で対応できる作

郡家地区は比較的平坦部が多いこともあり耕作

業体制が必要で、台風などによる時間経過、気温

放棄地は少ないが、田中農場はこれまでに 90a の

差による作業適期を考えると南北間の作業連携は

耕作放棄地（30a の果樹園を水田に、水田の放棄

非常に有効なものとなる。

地 2 ヵ所の 60a）を再生した。田中農場も地域の

以上、田中農場は、土づくり・循環型農業によ

一員であり、個別経営・ビジネスだからといって、

る長期的視点からの農業経営の安定とともに、農

地域の耕作放棄地が増えていくことに無関心・無

産物に付加価値を高めつつ、耕作放棄地の再生等

視しているわけにはいかない。耕作放棄地の再生

にも取り組んでいる。理念的にいえば、環境的持

でも地域に貢献しているし、今後も必要な対応で

続可能性の確保を基礎に、ビジネス性をもって経

あろう。

済的持続可能性を確保し、地域社会にも貢献して

他方で、農地の貸し手農家にも何らかの農作業
の協力が必要だ。水田の管理には用排水路の草刈、

社会的持続可能性に留意している。地域農業経営
体＝社会的農企業と表現できる経営体である。

共同作業として行う幹線用排水路の草刈や管理等
があるが、田中農場としては「少なくとも共同作
業には出てきてほしい」という立場である。これ
らの作業まで受託が増えれば、規模拡大も管理作

６． 開発センター―農協等が発議した資源
管理型地域農業経営体
（1）経営概況

業も対応できなくなる。耕畜連携、農家や関係組

田中農場と同じ郡家地区にある開発センター 20

織との連携などの地域連携を、田中農場としては

は、郡家町農協・農機開発課が担当する農地保有

今後どのように作り出していくか、また強化して

合理化事業を推進するなかで、その中心的な地域

いくかが問われる。

農業の担い手、有限会社（農業生産法人）として、

第 3 に、田植や稲刈の農繁期作業に関する工夫

1991 年 3 月に発足し 4 月に業務を開始した。当初

の必要性である。ここでカギを握っているのが農

は町と農協が出資した第 3 セクター方式（公益法

家との連携、関係者および関係組織との連携等、

人）を検討したが（1988 年）
、機動性をもたせる

地域連携・協働の構築である。地域連携・協働の

ために有限会社の形態をとることにした。このと

部分的強化が求められるのではないか。

きの検討メンバーは、郡家町農協、県、普及所、町、

田中農場では、田植は地元の農家とネットワー

農業委員会、県農協中央会である。

クを組み、上流域から田植を行ってくる。田植が
終わった農家に約 10ha を委託している。
代かきや稲刈は、25ha 程度の作業を高知県南国
市の受託専門農家（1 戸 2 人）に委託する。また、

20．
「
（有）こおげ農業開発センター」こおげ農業開発セン

ターウェブサイト〈http://www.koge-kaihatsu-kc.com/
index.html〉;
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2015 年現在、経営陣は役員 5 名、社員 7 名（27

下げて所有しないことになり、レンタル事業も終

～ 59 歳、社会保険加入、鳥取市内・町内から雇用）
、

了した。その機械を開発センターが引き継いだの

臨時雇用 2 名（60 歳以上）で運営している。発足

である。

当初は、社員 5 名（農協理事 2 名、オペレーター
3 名）
、資本金 50 万円であった。

開発センターが行う事業は、上記作物の生産、
上記の農業経営受託、農作業受託（上記作業のほ

経営の内容は次のとおりである。2015 年 6 月現

か堆肥散布も行う）のほかに、2015 年 4 月より味

在、105.4ha の経営受託、21.6ha の作業受託を行

噌製造・販売を開始した。また、2012 年度からは

う。農地利用の内訳は、水稲の作付が 57.4ha（う

町の委託を受け町内学校給食の米粉パン用を中心

ちコシヒカリ 40.7ha、ひとめぼれ 6.1ha、ヒカリ新

に製粉・販売を行っている。

世紀 2.1ha、ハクトモチ 4.8ha、酒米 1.4ha）
、転作

生産する米はすべて特別栽培であり、2006 年 3

関係が 47.9ha（うち大豆 7.5ha、はと麦 4.9ha、飼

月に鳥取県からエコファーマーの認定を受けてい

料用米 17.4ha、飼料用稲 2.2ha、飼料用トウモロコ

る。米粉用の原料は、この特別栽培米・コシヒカ

シ 3.4ha、飼料用ソルゴー 5.5ha、白ネギ 0.3ha、等）

リを使用している。生産された農産物は地産地消

である。飼料用米および飼料用トウモロコシは

を推進することを目的に、八頭町内の「やずふれ

2014 年から作付を開始、2015 年は面積を倍増させ

あい市場」
、
「こおげフレンドセンター」のほかに、

た。

県畜産農協の「フレッシュパーク若葉台」
、鳥取

21.6ha の作業受託の内訳は、耕起 3.9ha、代か
き 4.4ha、田植 2.8ha、稲刈 10.5ha である。面積は

市の「地場産プラザ『わったいな』
」等の直売所
でも販売している。

2004 年の 52.8ha をピークに徐々にすべての作業
が減少してきた。2010 年ごろまでは稲刈が 25ha
前後で、受託作業の中心であった。また、経営受
託は発足当初の 1991 年 7.1ha から年々増加して、

（2）注目すべき経営の特徴―「地域社会に貢献す
る」地域農業経営体＝社会的農企業
開発センターの経営理念は、
「農業者の高齢化

1995 年に 23.5ha、2000 年には 50ha を超え、2014

と後継者不足による優良農地等の耕作放棄地化を

年 98.3ha、2015 年に 100ha を超えた。このことは

防ぎ、農地の保全管理を行うとともに、安全・安

長年培ってきた地域ならびに農家との信頼関係に

心な食料の供給と環境に優しい農業を目指し、地

よるものである。

域農業の振興と発展に寄与する」ことにある。20

農業機械は、
現在、
トラクター 10 台、
田植機 7 台、
コンバイン 7 台、マニュアスプレッダー 3 台、ディ
スクモア 2 台、バックホー 3 台、もみすり機 2 台、

年以上この理念を貫いており、文字どおりの「地
域農業経営体・社会的農企業」といえよう。
農地の貸借は、公的な八頭町公社が農家から受

乾燥機 3 台、畦塗り機 3 台等を所有する。当初は

託した農地を再受託しており（原則として貸借期

固定資産を極力所有しない方針から、農業機械は

間は 3 年以上）
、農家には安心感がある。経営陣

軽トラック 1 台のみであり、農協の機械銀行から

や機械装備からいって 100ha までとしているが、

のレンタルで作業を行うことで出発した。しかし、

上記の経営理念に基づき、農地の出し手から依頼

レンタル事業が終了し、開発センターが機械を譲

があれば原則として受託している。また、耕作放

り受けた経緯がある。

棄地の防止には大きな役割を果たしている。これ

1995 年 4 月に農協合併を控え、郡家町農協と郡
家町が「財団法人郡家町農林業豊稔公社」を設立

までに約 1ha の耕作放棄地の再生にも取り組んで
いる。放棄された 4 圃場を水田に再生した。

した。これを機に農協・機械銀行は閉鎖し、機械

しかし、開発センターの経営理念に反しないよ

を「公社」に移管した。そして、
2013 年 5 月には「公

うに、
「耕作放棄地が増大する恐れから、町内に

社」の一般財団法人への変更を機に、機械を払い

受託農地が散在しかつ山間部の条件の悪い農地も
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受託する」ことになり、結果、経営的には厳しい

以前は地元の大坪集落で 6 回計 9 回）
、地域との

状況が増大している。しかも米価の下落や米の直

交流を深めている。

接所得補償交付金の半減などが追い討ちをかけて

開発センターのある大坪集落は「中山間地域直

いる（補助金は収入の約 3 割を占める）
。このよう

接支払」の交付を受けており、開発センターはこ

なことを背景に、収益は 2012 年度（4/1 ～ 3/31）

の交付金に関する「集落協定」の構成員として水

をピークに以降低下している。ちなみに、売上総

路の清掃作業にも参加している。また、水路清掃

額は 2013 年度 1 億 400 万円であったが 2014 年度

には大坪集落を含め延べ 13 集落に参加協力し、こ

は 9,300 万円に低下し、2015 年度は前年度を上回

のほかに鳥獣害対策の電気柵設置および撤去作業

る見通しである。

にも 15 集落・40 ヵ所に出役参加した。

また収益問題ばかりでなく、水管理や畦等の草
刈にも支障が出ている。
「町内に受託農地が散在
しかつ山間部の条件の悪い農地も受託する」こと

７．地域協働・循環と地域の持続可能性
（1）
「持続可能性」と「共生」の視点からみた地域

は、作業量を増す結果になっている。現在の受託

協働・循環の特徴

農地の約 3 割が山間部の水田であり、現状のまま

八頭町およびその周辺における耕畜連携・地域

では管理が困難になりつつある。
これに加え、山間部・平坦部を問わず圃場・区

連携・地域循環に関して、県畜産農協、船岡農場、
田中農場、開発センターの取り組みについて、
「持

画の狭さにも問題があり、機械作業の能率も落ち

続可能性」と「共生」の視点から検証・考察した。

る。船岡農場、田中農場にも共通する問題である。

これら 4 つの事例に共通する要点・特徴を指摘す

開発センターが受託している 105.4ha の水田は 537

れば次の 4 点である 21。

筆にも及ぶ。単純に計算しても 1 区画 19.6a である。

第 1 に、生消連携・耕畜連携・地域連携におけ

山間部の水田はこれ以下の小区画である。地権者

る 3 つの地域連携・協働が機能して地域の活力を

の合意を得ながら畦抜き等による圃場区画の大型

維持している。県畜産農協が「要」となって、生

化が必要である。

協（消費者）と農業生産者、畜産農家と飼料稲生

このような課題を抱えているとはいえ、開発セ

産農家、各種組織間（各種組織の窓口：ふなおか

ンターでは、米の反収の増大、飼料用米・酒米や

共生の里づくり推進協議会）において、八頭地域

はと麦の増反、農産加工、生産コストの削減等に

の連携・協働が機能している。

より対応するとしている。また、船岡農場や田中

第 2 に、
「地域農業経営体＝社会的農企業」と

農場と同様に、耕畜連携にも取り組んでいる。飼

もいえる組織・法人を設立し、農業生産システム

料用稲・トウモロコシのすべての収穫作業は東部

を基軸として、これに地産地消システムやサービ

コントラクターに委託し、その飼料は畜産農家に

ス農業システムを組み合わせ、地域の多角的経営

利用される。畜産農家から堆肥の供給を受け、堆

体・企業として地域に貢献している。各組織・法

肥を完熟化して飼料用水田やその他の水田に還元

人の地域への貢献には濃淡があるが、共通してい

している。

ることは耕作放棄地の再生や鳥獣被害への対応等

開発センターは、地域の様々な組織や団体と連
携・協働し、地域の活力の維持・向上にも貢献し

21．全国の数多くの成功事例から導き出される教訓として、

ている。鳥取大学や鳥取環境大学の学生との交流

①〈共生〉の遂行、なかでも徹底的なコミュニケーショ

や臨時雇用、町内 2 事業所との農福連携協定によ

ンを図る、②経済だけではなく地域の環境・文化等も

り大豆圃場の除草、大豆の選別作業を委託してい
る。門尾集落にある JA 旧ライスセンター跡地に
おいて、
開発センター主催の収穫祭も行ない（3 回、

位置づける、③地域のキー・パーソンの存在、の 3 点
を指摘した（矢口芳生『農と村とその将来―規制緩和
農政を超えて』農林統計出版 , 2015, pp.97-101）
。本稿で
もほぼ同じ教訓が指摘できた。
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である。また、個別ビジネス型の田中農場を除け

テムという4つのシステム 22 が作り上げられつつあ

ば、法人の設立過程では、集落等での徹底的なコ

るとも指摘できるのである。4 つのシステムとは 3

ミュニケーションのもと、合意に基づき経営方針

つの持続可能性を考慮した次のようなものである。

を決定し、様々な地域の課題に法人・地域一丸と
なって取り組んでいる。

地域循環システムとは、利用資源の「大量生産・
大量消費・大量廃棄」から「最適生産・最適消費・

第 3 に、経済的な合理性やビジネス視点を追求

最小廃棄（無害化）
」への転換の一環として農畜

しつつも、地域の生態的・文化的・社会的な諸条

産物や地域資源が位置づけられている、という点

件を考慮した農業・農村の発展の動態過程の一環

である。資源循環の視点から地域の持続可能性、

として位置づける視点をもっていることである。

環境的持続可能性の確保への取組である。

そのため、地域農業経営体もしくは社会的農企業

地産地消システムとは、食料やエネルギー等の

と表現できるのである。経営としての経済的持続

利用資源の地域内自給への転換の一環として農畜

可能性も重要だが、資源・環境の保全や農村社会・

産物や地域資源が位置づけられている、という点

文化の維持にも細心の注意を払っている。

である。CO2 排出を削減できる地場産農畜産物の

第 4 に、以上の取組を可能にするキー・パーソ

地元利用でフードマイレージを縮小し（環境的持

ンが存在していることである。考察事例のすべて

続可能性）
、地域所得の流出も縮小することがで

の法人における経営陣が適宜に活躍している。と

きる（経済的持続可能性）
。なお、所得向上のた

きにリーダー、部署を変えればマネージャーに、

めには地産地消システムの構築のほかに、農業生

あるいはコーディネータになって、地域の運営・

産システムの構築、サービス農業の構築という 3

協働に関わっている。これらの人材がなければ各

つの展開方向がある 23。

分野の地域循環・連携・協働の構造は保てない。
以上の八頭町における地域連携・協働の特徴は、

地域協働システムとは、個別的な取組みから農
家・住民・行政の一体的取組みへ発展している（社

次のようにも総括できる。すなわち、農産物・副

会的持続可能性）
、という点である。農畜産物・

産物の生産および利用、地域資源の保全および管

副産物の生産と利用や地域資源の保全管理には多

理・利用に関して、正確な状況把握と合理的な生

くの農家の理解や納得・合意が必要であり、この

産・利用のあり方を考え（人と自然、人と人・社

もとでの資源循環や合理的な利用システムの構築

会、人と風土・文化との十分な「コミュニケーショ

が不可欠である。そして、生産・利用や保全管理

ン」で状況把握）
、地域課題の解決への方針を決

を推進する主体の形成と主体間の協力・連携・提

定し（持続可能性の確保のための方針や行動方向

携、行政の支援等も欠かせない。

などを「合意」
）
、地域課題の解決への農家や住民

経済自立の運営システムとは、利用資源の経済

による参加・活動のもとに（人々の「協働」
）
、地

的採算成立の可能性、またその努力、政策的支援

域課題を新たな局面に前進させるという一連の合

が行われている、という点である。農畜産物の生

目的的行動・行為（コミュニケーション・合意・

産・利用・循環や地域資源の保全管理のシステム

協働＝共生）が地域に形成されつつあるといえる。
そして、この〈コミュニケーション・合意・協
働という一連の合目的的行動・行為〉
（共生）により、

22．この 4 つのシステム構築の必要性は、バイオマス生産・
利用の先駆的地域である滋賀県愛東町（現東近江市）か
ら析出された結論である。矢口芳生「地域循環型バイ

農畜産物に関する地域循環システム、地産地消シ

オマス生産・利用の経済構造」
『世界の穀物需給とバイ

ステム、地域協働システム、経済自立の運営シス

オエネルギー』
（日本農業年報 54）農林統計協会 , 2008,
pp.162-189; 矢口芳生『農業多様性論』
（矢口芳生著作集
第 5 巻）農林統計出版 , 2013, pp.107-135.
23．矢口芳生『農家の将来―TPP と農業・農政の論点』農
林統計出版 , 2013, pp.60-64.
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を持続するためには、
「哲学」のほかに、地域住民

なるであろう。大規模な圃場整備事業ではなく、

や支援者が納得・合意できる経済的自立の水準（経

随時対応可能で小規模でコストのかからない圃場

済的採算ベース・経済的持続可能性）というもの

の大区画化を模索すべきである。

がある。具体的にそれをどのような水準で運営す

第 2 に、地権者が自らの農地に何らかの方法で

るのか等、地域住民の合意できる経営経済的運営

関わり続けるシステムの構築の課題である。少な

システムの構築が必要である。

くとも、農地委託者による受託者への協力や共同
作業への参加が必要である。そのための仕組みづ

（2）地域の持続可能性を確保するために

くりが欠かせない。

上記の連携・協働システムはまだ町全体のシス

仕組みづくりの基礎としては、実行組合、公民

テムにはなっていないし、各主体は上記のような

館活動、自治会活動等の日常的な地道な取組とそ

システムが形成途上であることを自覚しているわ

のもとでの十分なコミュニケーションの継続が必

けでもない。しかし、各組織および地域・町が抱

要であり、それらの活動の一環として農業や地域

える課題を考慮したとき、各組織および地域・町

資源の保全管理を位置づけていくことであろう。

が今後は自覚的にそれらのシステム構築に向けて

その意味では、集落や集落機能がその受け皿にな

「協働」していく必要性が出てくるであろう。各

るし、今後も重要な役割を果たすものと思われる。

組織・地域・町が抱える共通の課題をあらためて

地権者も地域農業に関わるという点では、船岡

整理しつつ、その課題を改善する必要性や支援策

農場のあり方はひとつの優れた事例である。他県

のあり方を考える。

の事例であるが、広島県東広島市の「農事組合法

第 1 に、圃場の連坦的利用が可能になっている

人・ファームおだ」では、農家から農地を借り受

とはいえ、膨大な数にのぼる小区画圃場の大区画

ける条件として、地代 1 万円、畦畔草刈（3 回）
・

化の課題である。

管理料 1 万円、水管理料 2,000 円を地権者に支払

膨大な小区画圃場は、各法人、ひいては地域お

い（計 22,000 円）
、地権者に行ってもらうことに

よび町全体の今後の農業経営や農地保全管理に大

している。地権者ができない場合には、地権者自

きな障害になる可能性がある。地域の農業や農地

ら責任をもって手配することにより、
「地域の農

保全管理の持続可能性を確保するためには、畦抜

地は地域で守る」システムとして確立している。

き等の法人個別でも対応可能な圃場の大区画化や

ただし、これらのシステムも高齢農家の人々が

引き続き農家が参加・協力できる工夫が必要であ

体を動かせるまでである。そこで、今後は「定年

ろう。

帰農」のサイクルの構築、シルバー人材の活用、

これまでの各法人の取組をみれば、農家とのコ
ミュニケーションを深めるなかで対応は可能であ
ろうし、町や農協もバックアップする連携・協力

地域おこし協力隊や「農村回帰」組への開放等も
検討する必要があろう。
第 3 に、地域連携・協働をさらに追求していく

が必要である。たとえば、長野県栄村（山間地域）

課題である。地域に定着している耕畜連携をさら

にみられる村単独事業の「田直し事業」24 は参考に

に発展させ、畜産クラスター・地域農業クラスター
の構築により、地域農業の充実、収益の維持・拡

24．図面を書かずに直接整備にとりかかるため短期間・低コ
ストで整備できる。矢口芳生『現代農政論』
（
「矢口芳
生著作集」第 4 巻）農林統計出版 , 2012, pp.72-74; 木村
俊文「協働で守る農地・道路―長野県栄村」
『調査と情
報』農中総研 , 4 号 , 2008.1, pp.20-21;「村の取り組み」長
野県栄村ウェブサイト〈http://www.vill.sakae.nagano.
jp/shoukai/torikumi.html〉等を参照されたい。

大、地域資源の保全管理につなげる必要があろう。
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労働生産性・収益性の高い飼料用トウモロコシ 25

農業の多面的機能の維持等に関する様々な支援策

の導入も検討すべきかもしれない。

が用意されているが、補助金漬けになるのも危険

これとあわせ地域ブランドの確立も必要であ
る。八頭町ブランドとして、たとえば輸出を射程
に入れた国際認証規格のグローバル GAP（Good
26

Agricultural Practice） を取得する。また、地理
27

である。適宜・適時・適正な支援となるような活
用が重要である。
第 4 に、地域農業の担い手の確保の課題である。
すでに指摘した鳥取環境大学、学生人材バンク、

を目

地域おこし協力隊等の連携・協力のもと一定の成

指すこともいいであろう。循環型農業や原料自給

果を生み出しているが、さらに若者の確保と定住

100％の農産加工を背景とした独特の味・形状の農

化が必要である。また、リタイアした農家の管理

産物・農産加工品の開発である。加工品は生鮮品

作業等への協力をはじめ、その農家の法人への再

よりも価格押し上げが期待できるとされる。

就職・再雇用への道、法人による地域雇用という

的表示（GI：Geographical Indication）登録

柿の「花御所」
・
「輝太郎」
、白ネギ、牛肉（因
伯牛発祥地や
「白鵬 85 の 3」
・
「百合白清 2」
の活用）
、
またそれら品目の加工品等、GI の候補品目はある。

道も開く必要があろう。そして、
「農業の楽しさ・
楽しい農業」の情報を発信していくことである。
この方向の社会的な条件がないわけではない。

八頭町ブランドとして地域ブランドが確立されれ

いまや非正規勤労者が 4 割を占め、将来の人生・

ば市場対応力は高まるだけでなく、それを求めて

生活設計がたたない勤労者・若者が増大している。

八頭町を訪れる消費者の増加も予想され、里山や

農業への参入や農業法人への就職をとおして、将

樹園地等を活用したグリーンツーリズム・観光農

来設計を立てられる状況も生まれつつあるのでは

業等へつなぐ可能性もでてくる。個別ブランド確

ないか。とくに法人経営の増大により、
農業が「職

立以上の効果が期待でき、
「美しい自然、農・食・

業選択の自由」の選択肢のひとつになってきたの

人が彩るフードタウン八頭」のイメージも確立で

ではないか。この担い手確保の課題は八頭町に限

きる。

らず、全国的にいえることである。

個別ブランドを確立した「田中農場」や「ひよ

「2015 年農林業センサス」28 によれば、農業就業

こカンパニー」
・
「北村きのこ園」等の取組も教訓

人口は 5 年前の前回調査より 51 万 6,000 人減少し

とすべきである。こうした成功例との連携を強化

て（19.8％減）209 万人に、65 歳以上が占める割

し、教訓を学びつつ地域全体の所得・雇用の向上

合は 1.9％上昇して 63.5％となり、基幹的農業従事

につなげ、地域資源の保全管理にも役立てたい。

者は 13.8％減少した。家族経営体が 18.6％減る一

これらは農業政策上の支援策を活用することも

方で、組織経営体が 6.3％増え、またこれらのうち

可能である。収益の増大のための支援策に限らず

法人経営が 25.5％増え、とくに組織経営体の法人
化（33.6％増）が進んだ。法人経営の内訳をみると、

25．千田雅之「水田飼料作経営の展開方向―水田活用・資
料増産・経営安定の視点からみた水田飼料作のあり方」
『畜産の情報』2015.3〈http://www.lin.alic.go.jp/month/
domefore/2015/mar/spe-01.htm〉;「水田にトウモロコ
シ 農の救世主」
『朝日新聞』2016.1.1. 等。
26．日 本 GAP 協 会 ウ ェ ブ サ イ ト〈htpp://jgap.jp/index.
html〉; 日 本 生 産 者 GAP 協 会 ウ ェ ブ サ イ ト〈http://

会社法人が 27.0％増、農事組合法人が 54.6％増と、
後者の増加が際立っている。法人経営の増大は、
新たな就業先としての可能性を生みだしている。
しかし、耕作放棄地が前回より 2 万 8,000ha 増え
て 42 万 4,090ha となり、富山県の面積に匹敵する
規模にまで増大するという残念な状況もある。

fagap.or.jp/index.html〉「輸出用
;
GAP 等普及事業（新規）
」
農林水産省ウェブサイト〈http://www.maff.go.jp/j/aid/
hozyo/2015/seisan/pdf/seisan_21.pdf〉
27．
「地理的表示保護制度（GI）

」農林水産省ウェブサイト
〈http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/〉

28．
「2015

年農林業センサス」農林水産省ウェブサイト
〈http://www.maff.go.jp/j/tokei/cencus/afc/2015/top.
html〉
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第 5 に、上記の 4 つの課題に対する適切な支援

の十分なコミュニケーションの継続が何よりも必

策の必要性である。支援策を必要とする課題とし

要である。そして、コミュニケーションの場の確

ては、耕作放棄地の防止・再生の課題、鳥獣害の

保と保証、地域の危機的状況や課題の冷静かつ正

有効策の開発の課題もある。これらの課題も八頭

確な把握と分析、地域の方向性の明確化、こうし

町に限らず農業・農村一般にいえることである。

たことができるキー・パーソンの確保・育成とそ

支援を講じる政府や地方公共団体としては、生
産政策上（安全保障・担い手確保）
、
環境政策上（多

のための研修・教育、これらのための経済的支援
が必要であろう。

面的機能・地域資源の保全管理）
、社会経済政策

キー・パーソンの確保・育成には、農の現場で

上（地域雇用・定住人口の確保）に必要な支援策

現在の担い手ともに農業経営と地域づくりを実体

の再考と充実が求められる。これらの支援を講じ

験する場を設けることであろう。この積み重ねの

るにあたっては、農地基盤整備事業等の社会的共

なかで、候補者がどのように農業・農村をとらえ、

29

通資本への投資、厚生経済学の補償原理（原則）

何をつかむかである。若者や候補者をまず〈農〉

に基づく直接支払（直接所得補償）政策、さらに

の現場に呼び寄せることである。

は地方への民間投資の促進等が考えられる。
しかし、このような経済的な支援だけでは解決

付記：本研究は、早稲田大学重点領域研究機構

しない。これまでの農業・農政史をみれば明らか

持続型食・農・バイオ研究所「持続型の食料供給

である。環境的持続可能性、社会的持続可能性も

体系―農学・バイオ・社会科学の融合研究体制を

どのように確保するのか、
「カネ」だけでは解決で

基礎とした持続的な食料供給体系の確立―」
（研

きない。地域のキー・パーソンの確保をはじめ地

究代表者・天野正博）の研究成果の一部である。

域住民の〈共生の覚醒〉が必要であり、
〈地域力
（共生の持続力）
〉の向上が必要である。いまや〈地
域力〉や〈共生力〉の格差が農業をはじめ地域間
の様々な格差を生み出しているといってもいいの
ではないか 30。
〈地域力（共生の持続力）
〉とは何か。持続可能
性の向上等の地域の目標を達成しようとする自由
で協働（共同）的な個人・組織による共生（コミュ
ニケーション・合意・協働という一連の合目的的
行動・行為）の持続力のことであり、この持続力
が地域の活力・再生・
「創生」につながる。
どのようにして地域住民の〈共生の覚醒〉につ
なげるのか。第 2 の課題に関連するが、
公民館活動、
自治会活動等の日常的な地道な取組とそのもとで
29．矢口芳生「WTO 農業協定下の農村社会・地域資源保全
―日本型でカップリング政策の展開方位」
『農業経済研
究』70 巻 2 号 , 1998.9, pp.87-96; 矢口芳生『現代日本農
政論』
（
「矢口芳生著作集」第 4 巻）農林統計出版 , 2012,
とくに pp.33-41.
30．矢口芳生『農と村とその将来―規制緩和農政を超えて』
農林統計出版 , 2015, pp.81-97.

