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i研究論文 i 〔農業経営研究第50巻第 l号， 2012) 

農業経営の第三者継承の特徴とリスク軽減対策

柳村俊介*山内庸 *東 山寛 *

I 問題意識と課題

新規農業参入者は無形資産を含む経営資産を短

期間に取得しなければならない。しかし経営を安

定軌道に乗せることは容易で、はなく，経営破綻に

陥る場合もまれではない。経営絞殺の影響は，取

引先への未払い，生産物納入契約の不履行，従業

員の解擢，借入農地の返還，共間利用施設稼働計

画の変更，負債償還の不能等によって多くの関係

者に及ぶ。新規参入者の受け入れは，地域農業の

維持・発展の条件を広げる一方でリスクを抱える

ことになる。それゆえ，経営破綻リスクの軽減策

はさ当の新規参入者にとどまらぬ意義をもっ。

ところで，偶人経営や家族経営を想定すると，

取得する経営資産の多くは引退する農業経営者か

ら譲り受けるものとなるが，その態様は①有形資

産のみの譲受と②有形資産と無形資産をあわせた

譲受に大Bせされる。本論では，経営資産の取樽を

前経営者からの譲受に限定して理解したよで，①

が創業，②が経営継承に該当すると考える。以下

で取り上げる第三者継承は新規参入の lタイプで

あり，後継者となる子が不在の場合に子以外の者

に経営を継泳させて事業の鍛続をはかるものであ

るO

この第三者綾承を推進するために，農林水産省

は2008年度から全国農業会議所を通じて農業経営

継承事業を推進している。時事業では，農業経営

の移譲希望者と継泳希望者を募り， 2逓閉経度の

本 北海道大学

事前研修を通じてマッチングを行う O 経営継承へ

と進む見込みがあると判断すると，半年から l

の技術・経営継承実践研修を実施する。さらに経

営継承の具体化をはかる場合は5年以内に経営継

承を行う皆の合意書を作成する。そして，移譲者

と継承者による共同経営を始める等，経営継承の

準備段摺に移る。

全爵農業会議所によると，事業開始から2012年

3月12住までに継承希望者417名，移譲希望者212

名が登録されている。事前研修を実施した者は72
名である。実践研修に進んだのが58名だが，その

うち19名は事前研修を実施せずに実践研修を開始

しており，事前研修を経て実践暁修に進んだのは

39名である。実践研修の実績の内訳は，研修を修

了し合意書を締結した者が17名(うち経営継泳完

了は 9名)，研修継続中が10名，実施の内定が14

名，中止が17名である。実践研修を途中で中止す

より，経営継承に至る場合が少ないことに

したい。第三者継承が容易ならざる課題であ

ることが分かる O

本論では，第三者継承が抱える留難の原因解明

に向け，経営資産譲受のリスクに注目し

継承の特鍛を考察する注目。第三者継承の閤難は

リスク対応の難しさに由来すると考えられ，また

同じ新規参入であっても創業と第三者継承ではリ

スクの内容が異なるとみられるからである O 以下

では，創業と第三者継承および親子関継承を比較

することによって，第三者継承がもっ経営資産譲

受リスクの特徴について予備的な考察を行う。次

に部業と第三者継承のそれぞれの経営資産譲受リ

スクとその軽減対策を事例に即してとらえる。最



後に総括的な考察を行う。

注1)第三者継承の留難を取り上げた文獄として内

山(2J(3J山本他(4Jがあり，併定期間の長さがコ

ンフリクトの増大につながる傾向等が指摘され

ている。

五 第三者継承による経営資産譲
受リスクの特鍛

1 第三者継承における無形資産譲受の制約

経営資産は有形資産と無形資産に大関される。

このうち無形資産は「物的な実体を伴わない将来

便益の請求権Jと定義され，知的資産・顧客資

・ブランド資産等によって構成される。貸借対

照表に記載されないオフバランス項目ながら企業

髄値に影響を与える要素として重視される注2)。

このように無形資産は狭義には有形資産と並ぶ企

業価値の決定因子だが，ここでは技術・販路等，

有形資産以外の経営資産を告括的に意味する概念

として広義に解する O

農業経営の第三者継泳では有形資産と無形資産

が一体的に譲受される。このような経営資産の譲

受は，説経営者からの事業の継続を可能にする

新規参入者が運営する経営の早期安定化をもたら

し経営破綻リスクを軽減する O 地域農業の維持

を重視する観点からすると，経営資源の最大限の

移譲であり，かっそれにより経営破綻リスクが軽

減されることから，創業よりも第三者継承が媛れ

た方法と考えられ，ここに第三者継承が、注自を集

める理由がある O しかし実際には，第三者への無

形資産の譲受は臨難を伴う。

第三者継承の基本は有償取引による経営継承だ

が，通常，無形資産は無償で譲受されている O 換

ると，経営資産を有償で譲受するj楽に無形資

を合むことは稀である。これは，無形資産の有

償取引が一般に行われていないことに加え，農業

経営の収益の低迷と農地等の資産デプレーション

が長期化し，有形資産の儲値をよ囲って農場の経

済価値を評舗する余地が小さいことによる。

では，無形資産の無{賞譲受の可能性については
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どうか。親子関継承では血縁関係に基づいて経営

資産が無{裳で譲受されるが，第三者継承ではそれ

に相当する関係が存在しない。そればかりか有形

資産の譲受価額をめぐる対立を内包し無形資産

の無償譲受の条件となる信頼の形成を坊げる。

信頼は，研修費用の負担に対処する上でも重要

である O 農業経営の無形資産の譲受には，移譲者

と継承者の共同従事(併走)による数ヶ月から数

年にわたる研修が必要である。紫形資産を譲り受

ける継承者は労役・金銭・精神面での負担を求め

られるが，移譲者についても向様である。これら

を研修の費用と見なすと，特に移譲者が負担する

費用を回収できない場合が多い校3)。かかる費用

負担問題は強い信頼があってこそ不簡にされる。

このように無償譲受，研修費用負担，信頼の欠

如が無形資産接受を実現するよでの障害となる。

2 経営継法失敗のリスクと軽減策

ところで，第三者継承では，移譲者と継承者の

関係が崩れて経営継承が失敗する場合がある。議

述の農業経営継承事業における実践研修の中止が

それにあたる O 経営継承失敗リスクは親子関継承

に比べて第三者継承の方がはるかに大きい。

上記のような関難を抱える無形資産譲受の不成

立がその原因になるが，経営継承の失致は移譲者

と継承者の双方にダメージを与えるので，援カ由

避しなけれぜならない。経営継承失敗リスクの軽

減策として①移譲者・継承者が共同で従事する併

走期間の短縮，②開者の関係を安定させるための

調整・介入があげられる。ただし⑤によって関

係悪化の可能性は抵下するものの無形資産の譲受

が十分に果たされないという問題が生じる。また

②に関し，農業経営継承事業では地元関係者によ

るコーディネータ…チームが設置されるが，強力

かつ有効な介入は難しいのが実状である。

3 経営資産譲受のタイプとリスクの関保

これまでの論述から，経営資産譲受のタイプと

リスクを第 1表のように整理することができる O

これを踏まえて経営資産譲受リスクの発生をより

本質的に考えると，引退に伴う経営資産の一括有

横譲受という取引を成立させる条件が，当
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第1表 タイプ別に見た経営資産譲受の特徴

経営資笈談受の態様

区 分
有形資産 無形資産

釘i多量 有霊堂

第三者議室承 有長支
有長室(本来)

然程変(笑際)

綾子長男議室承 無長室 書署長室

第2表段踏別にみた経営資産譲受の特徴

(移譲者と継承者)に十分犠わっていない点に原

因が見出される。経済取引およびさ当事者関の信頼

に基づく非経済取引の双方について，取引成立条

件の欠如や不足が指摘され，そこから経営資産譲

受に関するリスクが生じると考えられる。

経営資産譲受のプロセスは前後2つの段階にIR
分することができる(第2表)。前段賠では主に

非経済取引による無形資産の譲受，後段階では経

済取引による有形資産の譲受が行われる。そして，

前段階では経営継承失敗リスク，後段階では経営

破綻リスクが発生する。

創業タイプの新規参入は前段階をもたず，後段

階のみであり，経営者は経営破結リスクに笹題す

る。これに対して第三者継承タイプでは前段階と

後段踏にプロセスが拡張され，経営継承失敗リス

クと経営破綻リスクを指える。視点を変えると，

前段階と後段暗への経営資産譲受リスクの分散，

経済取引と非経済取引の組み合わせ，さらにその

結果としての経営破綻リスクと経営継承失敗リス

クの組み合わせが第三者継承の特徴といえる。そ

して，この特徴によってリスク軽減対策の幅を広

げることが可能になるのである。

4 2つの 1)スクと初期投資水準の関係

新規参入における経営資産譲受リスクは. A: 

有形資産譲受(初期投資)に伴う経営破続リスク，

B:無形資産譲受による経営破綻リスクの軽減，

C:経営継承失敗リスクの 3つの要素から説明で

無形資産譲受の
経営蓄を瑳譲受リスク

緩営破綻 経営綴承失員文
ための研修室愛用

リスク リスク

大

顕在的
大

大
(軽減可)

潜在的 ノl、

きる。創業ではA. 第三者継承では A-B+Cの

リスクを抱える。リスク抵下に向けて，創業では

ら初期投資をいかに抑制するかが課題になるの

に対し，第三者継承では，初期投資の抑制に加え，

経営継承の鍵となる移譲者一継承者間の関係維持

が課題となる。

これを表したのが第 l閣であり，経営破綻リス

クと経営継承失敗リスクをあえて同軸上に示し

た。経営継主主失敗リスクを右上がりの直線で描い

た理由は，初期投資が増大するにつれて経営資産

の譲受に関するストレスやコンフリクトが顕在化

する可能性が強まり，移譲者一継承者間の関係が

崩れる危険性が増すと考えられるからである。

この閣の目的は，経営破綻リスクや経営継承失

敗リスクに関する既述の点に加え，一定のリスク

水準における初期投資の許容額を示すことにあ

る。新規参入者がリスク水準rを予定したとする。

rに対応する初期投資の大きさは，創業の場合は

λとなる。それに対して第三者継承ではんとなり，

初期投資の許容額が大きくなる。初期投資は新規

参入のネックとなるが，第三者継承はその許容額

を引き上げる効果をもっ。ただし経営縦承失敗

リスクを考癒すると(特にそれが初期投資の大き

さと正の相関をもっ場合).第三者継承による初

期投資許容額の引き上げ効果は減殺される

(ι→ん)。

注2)伊藤(1)第14章による。

注 3)研修費用は$経営資産譲渡費用，②問・譲受

費用，③地域農業資源保全費用の 3点からとら

えることができ，負担者は①移譲者，②継承者，

③公共となる。農業経営継承事業では移譲者に

対し研修費用の補助(月額97千円，最長12ヶ月)

が支払われているが，研修生の賃金に充てる場
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a 緩営綴主主失敗リスク

11 1， ん
初期投資の大きさ

第1密 第三者継汲における 1)スク(イメージ)

地域研修を受けるという 3段階が設定されてい

る。①は公社が実施するもので， 3 ヶ月 ~1 年で

切り上げ，@に進む。指導農家には38名が登録さ

れ，指導農家による研修支援会が設置されてい

会が多しミ。

E 創業タイプのリスク軽減対策
一道央農業振興公社の場合一

1 新規農業参入への支援対策

道央農業振興公社は，北海道の江別市・千歳

市・恵鹿市・北広島市とこの 4市を管内とする

JA遵央によって2005年に設立された財団法人で

ある。農地保有合理化法人の資格をもち，担い手

育成支援，農用地利用調整支援，市営牧場運営受

託等の事業を推進している。

間公社は，江別・千議・恵控・北広島の各JA

営農センター内に招い手支援センターを置いて担

い手育成支援事業を行っており，新規就農支援は

その一環として取り組まれている。管内で稲作・

畑作・野菜の土地利用型農業を志す35歳以下の者

を対象に， 2008年度から毎年3名稜度の研修生を

募集し， 2011年度までに11名の研修生を受け入れ

た。これに加え，鰭別農業経営(後述の指導農家)

が独自に受け入れた研修生を f先進的経営体研修

生」として研修プログラムに参加させている(合

計人数は7名)。

研修期間は原則3年で，①就農基礎研修を受け

た後，複数の指導農家から②就農技術研修を受け，

3年目には就農予定地域の指導農家が行う③就農

る。

①の期間は公社から研修生に月額15万円の手当

が支払われる。②と③の期間は，指導農家が月額

9万円の賃金を支払い， 6万円を公社が支給する。

また，先進的経営体研修生の場合は，指導農家に

対し，北海道農業担い手センターが実施する f新

規参入者就農促進支援事業」によって農家 l戸当

たり月額 l万円に研修生 l人当たり問 3万円を加

えた謝金が支給され，研修生に対しては指導農家

が定めた賃金を支払うことになっている。

先進的経営体研修生を含む研修生全員は丹に 1

度，公社で開催される研修会に参加する。ここで

毎月の研修成果を報告し助言を受けている。ま

た，道立農業大学校の研修を受ける機会が与えら

れている。

これまで受け入れた18名の研修生の現況 (2011

年度当初)を示すと，研修継続中が11名，就農が

5名で， 2名が研修を中止した。就農の内訳は法

人経営への就職が3名，農業経営の創業が2名で

ある。

2 新規農業参入者Aの就農経過

新たに農業経営を創業したAは32歳で，委と 2
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人で農業に従事している(第 3表)0Aは千葉県

で欽食関係の仕事に槌事していたが，北海道農業

に関心をもっ姿に河行して十勝地域M町の畑作農

家を訪問したことを機に新規農業参入を志し，

2006年2月からM町で研修を開始した。その後，

北海道各地で就農地を探した結果， 2006年12月か

ら留萌地域の法人経営(水田作)で研修を始めた。

しかし法人経営での就農を翠まず，再び、就農地

を探した結果， 2008年4月から千歳市で硯修を開

始した。

公社では 3年目に位置付けている就農地域研修

からのスタートだ、ったが，他の研修生と同様に公

社で開催される月例の研修会で指導を受けた。

2008年度は指導農家 1戸と準指導農家2戸の下で

研修， 2009年度は準指導農家 l戸が加わり，さら

に別の農家でゴボウの研修を受けた。いず、れも畑

作専業農家である。この関，妻は千歳市内の観光

牧場で従事した。

2010年度から8.25ha(転作自4.80ha，畑3.45ha)

を近隣のBから 5年契約で借り入れ(lOa当たり

小作料は畑8千円，転作田12千円)，営農を開始

した。作付作物は春小麦とブロッコ 1)一等の露地

野菜である。

住宅については当初， JAが管理していた住宅

に入器し 2009年6月から地区内の農家が所有す

る性宅に転居した。

農地提供者のBは69歳で， Aへの農地貸付後も

水稲4.94haの他，熔で秋小麦 3ha，議子用小豆

2.2ha，グリーンアスパラガス0.5haを夫婦で栽培

している(第4表)。娘夫婦に任せて農業者年金

(経営移譲年金)の受給資格を得ることを考えた

が， 65歳時点で新念し漸次的に縮小することに

した。最大30ha余りの農地を耕作していたが，

借地llhaを返還，畑2.5haを売却した。

JAが行った2010年度の営農意向調査に対し

「農地貸付希望jと回答したところ， Aへの貸付

を打診された。全面積貸付でもよかったが， A側

の事情を考癒して自作部分を残した。水稲とグ

リーンアスパラガスについては 5年間継続する予

定だが，体力低下に伴って早期に離農する可能性

もある o Aには畑5.2haを追加貸付する予定で，

5年後には貸付地の売却を希望する旨を伝えてい

る。

3 IJ¥資本型での新規参入の意義

Aが営農開始時に準矯した資金は自己資金350

万円と就農支援資金(就農施設等資金)950万円

の合計1，300万円である。その内訳は，機械等の

固定資本投資と運転資金が800万円，農協組合員

融定日産設定に必要な定期預金350万円，当E症の

生活費150万円である。初期投資を最小限に抑え

た小資本製の新規参入である点が，この事タuの特

第3表新規参入者Aの概要

家 族 |緩営主32歳姿40紛濯幹労働力， 8議の子を加えた3人家族

12006年oc十務(畑作). 2∞7年度:穏磁(水際作)， 
研修経験 i

12oo8~09年皮.千歳市(焔作)

2010年度から傍:l1!!8.25ha(5年契約，水EB4政1a，畑3.45ha)で営幾開始作付は，選手小麦(率去作)
ミ雪渓の務j兄i

45haマブロ、yコリー0.8ha，カボチャ1.3ha，ゴボウO.4ha，スイートコーン(主主食用)0.2ha 

資料。!渇き取りによる。

第ヰ表地主 8の概要

主主~綬営者ω歳姿65射さ麟労働力， 2人鰍

165歳時点、で娘夫締への経営移譲を検討したが，断念し，借地llhaを返遂
経営綴小の!

I 2OO9if.に焔2.5haを売却
経過 i 

|2010年から AIこ燦地主寄付， 11年から Aに畑5.2haを追加貸付の予定

i水稲4.94haのほか，焔で秋小雪之3ha，綾子小'iI2.2ha，グリーンアスパラガス0.5haを自作地
営淡の務j兄i

2 で{引す

資料 [認さ取りによる。



鍛である。就農支援資金の借入計画を見直し，当

初の1，050万円から減額したことにも小資本型を

追求する姿勢が現れている。

資金調達を含む就農計蘭は，公社や指導農家と

相談しながら ]Aが主導して作成した。農地の常

入にも ]Aが強く関与しており，小資本製はAの

意向であると向持に ]Aの方針でもある O

かかる新規参入が実現した要因として，まと

まった農地を借り入れることができたことに加

え機械類に関し，①中古品購入②]A青年部

員や近欝農家からの不用品提供，③近隣農家から

の情入があげられる(第5表)。収入面では，作

付作物に露地野菜を加え，かつ農協外への販売に

よって500万円余の販売額を見込んでいる。これ

に300万円余の交付金枝入が加わり，収支が均衡

する見通しである O

リスク軽減対策の視点から，こうした小資本型

の新規参入の意味を考えてみよう。

小資本裂の新規参入は経営破続リスクが低くな

るので¥経済的支援によるリスク軽減の必要も小

さくなる。本事例では道央農業振興公社が研鯵手

当の一部を支給しているが，初期投資・蓑'脂に関

する支援はなく，後に見る美深町等に比べると経

済的支援は大きくない。実績をもたない新規参入

者に対し農協との取引に用いる農協組合員勘定
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口座の開設を特例的に認める配騒がなされている

が，口座の貸越限度額はAの定期韻金を担保に設

定された。地元関係者が人的保証を行う対応は見

られない。 Aは連帯保証人が必要な就農支援資金

(就農研修資金)の借入を断念したが，これも閉

じ事情による。公社等による経済的支援を抑制し

近隣農業者による連帯保証等の大きなリスク負認

を回避しているが，これにより新規参入者支援の

l揺が広がり，機械類の無償提供等につながったと

も解釈できる。

無形資産の寂得についてはどうか。 Aは過去2

年の研修経験により f就農地域研修生Jとして受

け入れられた後，さらに 2年の研修を積んだ。そ

して就農後も複数の近隣農業者から劫言を得てい

るO 移譲者の併走による無形資産譲渡は行われて

いないが，それを補う対応がなされている。

このように，当事例が示す特般のひとつが，機

械類の提供や営農に関する助昔等，多数の近隣農

業者による支援である。高い 1)スク負担を伴うと

支援者は限定されるので，小資本型によるリスク

の軽減が幅広い近隣支援を可能にしたと考えられ

る。ただしこれは善意の結集に他ならず，非組織

的で，確実さに欠ける。近隣農業者との良好な人

間関係が支えとなり，新規参入者の人格的個性と

いう とは異次元の要閣によって左右され

第5表 営農開始時における就農施設等資金の使途と機械類の誤遼 (2010年度)

車記長塁施設毒事

資金

7，777 

就施設害事

資金以外で

の淡索機械

の取得

耳目料.)1喜善喜・穂留 3

1 肥料1.214 淡薬564.f霊前620
2.398 

その他資材 i 
iピニルハウス347 スチールコンテナ340ほか

2.153 

長建議機J佼

3，226 

3tトラック580，フォークリフト538， トラクター1，360，ノ〈ツクリフト

199，ソイルクランプラ…241，プランター79，'?ルチャ -100， トレン

チャー70，1)アパケット60

組合員勘定 |リバーシブルプラウ150，スプレヤ-50，グレンドリル50，マルチャー

330 I 80 

不問品の提供

ロータワーハロー カルチベータ…，ブロードキャスター，マニュアス

ブレッダー，絞防サブソイラー，ライムソワー，施肥カルチベーター，

スプリングハロー，パックレーキ，聖子菜移綴機。アッパ…ロータリー，

ミニコンテナ，経治タンク

近隣幾家 |トレンチャー，微速1~ トラクター，ブロードキャスター(小麦追n~用に

からの借用 I i告白性能カルチベーター，ユニック

撃を科‘|議き取切による。

波 数字は取得俗芸菜(単佼ー千円)。
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る注4)。

ところで，小資本型によって経営破綻リスクは

低下しでも，低収益ゆえに経営の存続について不

安が残る o Aは2011年度内に機械類に対する半額

補助を行う経営体育成交付金を利用して800万円

(補助額400万円，就農施設等資金400万円)の追

加投資を予定している O さらにおからの追加の借

地と 5年後の農地購入が計画されており，農地購

入には約4千万円の資金が必要になる見通しであ

る。したがって小資本型は就農開始時点のみの特

般に止まる可能性が高い。 Bからの培地の購入は

水稲作を含めた事業全体を引き継ぐ計画につなが

る可能性があり， Bも，独自販売を行うコメの顧

客リストの引渡しゃ労力提供を含めた協力を'惜し

まない意舟である。それは併走による無形資産の

譲渡に他ならず，小資本型の創業から第三者継承

へとタイプが転じることも考えられる。

注4)新規参入者への助言として，道央農業振興公

社では f慰問の農家にいかに受け入れてもらえ

るかが成否の鍵を擦るjことを強識しているが，

これは他にも共通する傾向であろう。

lV 第三者継承におけるリスク軽
減対策-iR&RおんねないJの場合一

1 組織の概要

次に，第三者継承を推進する酪農家の任意図体

IR&RおんねないJ(以下 fR組織Jと略す)を

取り上げる。この事例については山内他〔幻が詳

しく紹介しているので，重複を避けるために，組

織や活動についての記述は必要な範闘にとどめ

る。

R組織は，北海道北部の美深町恩技内地区の離

農家7戸によって2003年に設立された。当時，当

地区の酪農家は29戸を数え，そのうち21戸の経営

主が51歳以上だ、ったが，後継者を確保していたの

は4戸にとどまる。新規参入者への経営継承とい

う目的に賛関する一部の酪農家がR組織に加入し

ており，地域ぐるみ組織とは雷えない。

研修生は初年自に複数の会員の農場において各

1~4 ヶ月の研修を行い，時間をかけてマッチン

グを行う。 2年目は継承予定の農場で研修を積む。

3年目に経営継承を狩い，自営を開始するという

想定である。移譲者は，農場とともに住宅を明け

渡さなければならない。

2010年8月の調査時点までに2件が経営継承を

終え， lf牛がそれを直前に詑えた状態である(第

6表)。経営継承を終えた新規参入者CとDは美

深町以前に酪農の研修やヘルパ一等を通算10年以

上経験しており， R組識での 2年余りの研修を経

た後，北海道農業開発公社の農場リース事業

(リース期間は 5年)を用いて経営継承を行った。

Eも艶農家での研修経験をもつが， C， Dに比べ

ると経験は浅い。また，農場リース事業を利用せ

ずに経営継長訟を進める予定で，個別事情により柔

軟に臨む姿勢である。

なお，研修生を受け入れた各農場に研修内容は

…任されているが，新規参入者C，Dの場合，搾

乳等の審会作業については過去の研修で身につけ

ており， R組識の研修では牧草収護作業の技術を

第6表 ね組織が受け入れた研修生の概要

設組綴以前の研修経草案 経過 差是場規模

士事思町富告幾ヘルパー (2年) 03年7月研修開始 終地25.9ha→33.8ha
C 浜中町研修牧場・研修 (4年)

05年11月農場リース路始
乳牛25~買→77頭

(45歳) ホクレン試験牧場機長(1年) (うち経度牛43頭)

群馬県賢官撲場従議員 (2年) 10年4月買取り 出街乳愛298t

北檎山町宮告燦ヘルパー (5年半) 06年4月研修開始 塁塁地26.8ha→42ha
D アメリカ費者差是災習(1年半) 乳牛31頭→68ii真

(35主義) f工別市首昔長霊場従業員 (2年) 08年11月農場リース開始 (うち経産牛55~員)
天滋罰T齢差是研修(1若手) (現主Eリース期間中) 出荷乳量3αDt

E 擦茶阿露寄屋霊場で研修(1年) 08年11Ji研修澱始
(37走塁) 10年11月営燦開始予定

資料:開き取りによる。

注 王手議告は2010年.s霊地・乳牛は緩士号リース|場始時点と2010王手8月待点の数値， 出荷ぎLl愛は2∞百年度の数伎である。



習得している。また，繁殖・牧草収穫適期判断・

機械修理といった経営者としての意思決定や資産

管理に関わる作業・業務については，会員による

就農後のサポートによって身に付けている(山内

他(5)に詳しい)。

2 手厚い経済的支援

さ当挙例の特般の 1つは手摩い経済的支援にあ

る。まず美深町によるものがあげられる。 Cの

ケースを示すと，就農前の研修に対する助成とし

て①研修生本人に月額15万円(現在は20万円)の

f営農実習助成金j，②指導農家・間体に丹額5万

円の「営農指導助成金jが支給された。営農開始

後は，③農用地等の賃借料(1)ース料)の半額助

成を行う「経営安定自立助成金j，④農地等の取

得に係る制度資金借入額の 4%を5年間助成する

f経営自立安定補助金j，⑤50万円を上限に就農か

ら5年以内に支出した住宅環境整儀費の半額以内

を支給する「生活環境整傍補助金Jが支給された。

経済的支援のメニューには，この他に⑤制度資金

借入金償還利子の 1%相当を 7年間支給する「農

地取得借入金償還利子補給金」があるが， cの場

合は無利子化の措龍が講じられたので該当しな

かった。

2010年度までにCの就農支援のために支給され

た金額は979万円で， R組織に対する「営農指導

助成金jを加えると1.099万円になる。加えて「経

営官立安定助成金Jが残り 2年間， 208万円支給

される予定である。

手j事い新規参入支援を行う自治体は諮農地容で

は珍しくないが，ヌ組織のような酪農家の支援組

織は他に例がない。そしてその役割の lつが独自

の経済的支援である。研修中の支援として(イ)交通

費(;撚料費)支給， (同配偶者の大型車問免許取得

費用の半額助成，付傷害保険料， (ニ)町の営農研修

助成 (2年間)終了後，営農開始までの生活費支

給(農協と折半)， (材育成牛の婚与(研修中は前

経営者が飼料を提供)があげられる。さらに，

農開始時の支援として， (-へ)牧場の看板を設置して

いる。

R組織の収支は研修生の有無によって年次の変

動が大きい。支出額では133千円から2，136千円ま
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第7表 R組織の収支 (2003~ 09年度合計)
(持'1.1'立円)

支出 収入

交遊撃雪 2.550.232 会基雪 590.0αo 
大裂免許助成 102.200 震基家主主担金 956.000 

研修生
主筆答保険 414.719 町助成金 3.270.α∞ 
育成牛鱗入 1，469.500 道助成金 1.834.732 

への夜
牧場看板 140.000 間助成金 870.000 

接支給
結婚祝・出産祝 192.8α。]A負損金 525.000 

分
研修終了後の

1.050.000 雑収入 375.339 
主主浴室を効成

言十 5.919.451 
繰越金 4.151.200 ---胃骨骨骨骨--幽M峰幽幽怯自白色ー軍事ー骨明朝骨骨幽岨 ーー--・甲骨'帽静岡降明停

その他支出 608.257 
--骨骨輔幽描幽幽値・----・骨骨情調降輔岨・胸骨也姐e・ー ー--帽骨欄骨咽岨也岨也姐--ー

支出言十 6.527.708 収入計 12.572.271 

繰越金 6.044.563 

資料 R総綴の総会資料による。

注 2∞9年l3f:以前は決算事責. 2010年度は予繁華露である。

での縮がある。第 7表で2003~09年度の合計額を

みると，収入の大半は町や道等からの助成金に

よって占められている(繰越金を除く収入合計

8，421千円のうち5，975千円)。また支出の多くは上

記(イ)~(.へ)の研修生への藍接支給に充てている。

2003~09年度の鹿接支給額は592万円，支出合計

に占める割合は91%に透する。劫成金を元にR組

織としても新規参入者への経済的支援を行ってい

るのである。

3 リスク負担と経営継承への関与

手厚い経済的支援は経営破綻リスクの軽減を自

的に行われているが. R組織では会員が経営破綻

リスクを負強している点に際立った特徴が見られ

る。 R組織は後継者不喪の移譲希望者によって設

立されたが，経営を移譲した者も会員に留まり，

新規参入者も会員になる。それら全員が新規参入

者の農協組合員勘定口座の設定に際して連帯保証

人となる。新規参入者CとDは農場リース事業を

用いて経営を継承したが，当然，経営実績がなく，

リース期間の 5年間は担保となる資産を持たない

ので，営農開始に際して組合員勘定口座を用いた

農協との取引ができない。このネックに対応する

ために人的保証が必要であった浅5)。

R組織の会員は，このリスク負担によって第三

者継承の当事者と化しそれゆえに第三者継承の

成功に向け積極的に関与している。

第lに，新規参入者の受け入れと研修，営農開

始後の継続的指導である。過去の研修経験を重規
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して即戦力となる見込みのある者を受け入れ， さ

らにR組識での農場研修や営農開始後のサポート

を行っている。

第2に，新規参入者の経営安定化を最優先して

有形資産の譲受に関与している。農地価格の評価

は地底の農用地利用改善国体，牛舎施設・農業機

械・乳牛等の毘定資産評価については農場リース

を行う北海道農業開発公社，融資については

JAがそれぞれ祖当するが，牛舎の捕改修工事や

機械類の調達等の細部について協議し，初期投資

の抑制をはかつている O

3に，第三者継承の鍵を握る移譲者と継承者

の関係維持である。関係悪化の原因となりやすい

移譲者と継承者の併走期簡を l年に限るととも

に，第 1に述べた無形資産取得に関わる対応に

よって併走期間の短さをカバーしている O また，

偲別事情にとらわれることなく住宅の引き渡しを

確実に実施しており，この点でもトラブルの原因

を除去する対応をとっている O

ょうするに，第三者継承のプロセスの進行をR

組織が主導しているのである。通常の第三者継泳

は移譲者と継承者を軸に進み，地元関係者は劫書

者的な関与にとどまるが. R組織は当事者として

関与している。

4 第三者継承の移譲者側のメリット

R組織の主導的関与は，移譲者と継承者，特に

前者の承認によって現実のものとなる O それには

移譲者側にメリットが実感される必要があるが，

研修補劫金等を元手とする新規参入者への支援

や，新規参入者の経営安定化を最優先した有形資

産の譲受等，一見すると継承者の利益だけを配産

した対応、が行われているように感じられる。

この開題を解決に導く論理は. i新規参入者が

経営資産を円滑に取得することが迂図的に移譲者

の利益に結びつく jというものであろう。このこ

とをCのケースについて見る O

5年のリース異喜朗終了後の農場取得費用と資金

対ー応を示した。第 1は農場リース事業を用いたも

ので(第8表).公社の買取価格は畜舎改良費用

(躍根補修等)を合めて3.162万円である。リース

料として支払った842万円を控除し，管理費等を

加算した2.444万円が公社からの究渡価格になり，

ほほ全額を L資金によって対ー応、した。第2はリー

ス事業の対象から外れるトラクタ一等の中古機械

の購入 (210万円，移譲者からの購入分を含む)

と畜舎施設の整舗 (275万円).乳牛導入 (745万

円).運転資金等 (202万円)に充てるために1.432

万円を用意し，うち1.400万円を就農施設等資金

でまかなった。これらのうち表中でO印を付した

畜舎施設等の676万円は閤圏の酪農家にとっては

不用の資産である。通常の資産処分では，

渡ができないだけでなく 農地売却の際には費用

を投じて撤去しなければならない。

第8表 新規参入者Cの農場リース毒事業
UM立。 fq)

I頁沼 災以{隠格 リースヰ斗 管理室著書字 %1，皮{適格

塁塁F自主也 12.590.αω 12.590，0αD 
O 談会 1 300.000 270，αα。 30，000 
O E吉会2 200，αJO 180，0αo 20，000 
O 議会3 1，100，000 705，000 395，000 
O 者雪機会 3，300，000 2.475，α∞ 825，000 

?尚喜左'税 245，000 181，5α。 63，500 
E苦会改良 595，000 428，0α3 35，700 202，700 

O ノてーンクリーナー 1.857，000 832，000 111，420 1，136.420 
ロールベーラー 1，748，500 1.256，0∞ 104，910 597，410 
ロ ルカッタ 749，500 536，000 44，970 258.470 
ラッピングマシーン 1，155，500 828，0α。 69，330 396，830 
ツインレーキ 1.022，α∞ 732，ωα。 61，320 351.320 
?満塁塁税 147，157 
芋Lf見牛 6，759，640 636，256 7，395，896 
i潟芸若干品 31.794 31.794 

合計 31.622，140 8.423，500 1，095.700 24φ441守497

資料 開き1&りによる。

主主 OJ，pを付けた五千会施設等の合計審H立6757千円になる。



R組織が主導する第三者継承は，移譲者からす

ると，経営資産の売却を確実にしその対象とな

る資産の範囲を拡大する取り組みといえる。

注目 R組織の事務局長である会員PはCの就農研

修資金の連帯保証人になり，億人的にもリスク

を負担している。

V 結び

本論では，新規参入者の経営資産譲受に伴うリ

スクに関し，創業と比較しながら第三者継承の特

鍛について験討した。有形資産と無形資産の一体

的譲受により経営破綻リスクを低下させることが

できる一方，経営継承失敗リスクという異種リス

クを抱えることを指摘した。

2韓のリスクの軽減対策として，初期投資の抑

制とあわせて，移譲者と継承者の関係を安定化さ

せる地域的対応、が必要である。大型経営の継承と

いう課題に直面している北海道酪農地替では，地

方自治体等の手車い経済的支援によって初期投資

の抑制をはかっている。また，各議の研修機会を

設けて無形資産の取得を促すことも，経営破綻リ

スクの軽減対策の一環と見られる。同様の観点か

ら第三者継承への関心が高まっているが，経営継

承失敗リスクへの有効な対応策は確立していな

しミ。

この点で注目されるのが美深町の R組織であ

る。多岐にわたる活動を展潤しているが，新規参

入者の農協組合員勘定口座開設に際して全会員が

連帯保証を行い，経営破綻リスクの一部を引き受

けるとともに，当事者として経営継承を主導する

点に最大の特徴がある。新規参入者の受け入れに

よって地域農業は一定のリスクを抱えるが. R組

織は移譲者を含めて経営破綻リスクを共有・軽減

する仕組みをつくり，経営破綻と経営継承失敗に

対する予防的な対応、を可能にした。こうした「リ

スクシェアJというべき対誌は. II -3で述べた

第三者継承の特徴(資産譲受の前段階と後段階に

わたるリスク軽減対策の幅広さ)を反映したもの

に他ならない。
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ところで. R組織は開かれた組織ではなく，第

三者継承の実現という理念を共有し，リスクを負

担する，関鎖的性格をもっ組織である。道央農業

振興公社のケースでみた，近隣農業者による，関

かれた支援とは性格が異なる。そしてR組織はそ

の閉鎖性ゆえに活動を長期にわたり継続すること

が難しい。取り組みの成果があがると，メンバー

中の移譲予定農家が減少するからである注6)。本

論の結びにき当たり今後の展開方向を考えると，以

下の点があげられる。

1に. R組織が取り紐んだ第三者継承は，経

営資産の売買と家族経営による酪農の継続という

枠組みの中で取り組まれていた。事例中の酪農経

営は北海道の酪農経営としては小規模だが，それ

でも 5千万円前後の初期投資を必要とする大型経

営である。こうした枠組みを変えるとリスク対応

のあり方も大きく変化するであろう。具体的には，

シェアミルカーのような農場資産の賃貸借による

小資本型経営の追求，あるいは家族経営以外の経

営タイプの創出を検討することがあげられる。そ

してこれらは，小資本型という点に加え， リスク

シェアに向けた対町、としても有効性をもちうる。

第2に，基本的な枠組みを変えないとすれば，

より開かれた性格をもっ組織がR組織と同様の役

割を果たすことが期待される。例えば，道央農業

按興公社のような公共的な団体が犠様的リスク対

応、を行い，第三者継詩文について強力に関与する方

向が考えられる。

注6) R組織の設立メンバーは 7戸で，その後既存

農家3戸と新規参入者2戸の合計5戸が加わっ

た。一方. 2戸が経営を移譲し，さらに 4戸が

離農したO 離農農家のうち 3戸は経営継承を断

念し，農地を処分(売却・貸付)し牛舎を解体

した。残り 1戸は牛舎を残しているが乳牛は売

却したので，第三者継承以外の方法による資産

売却を模索している。調査直後に 3件尽の経営

継承が予定されていたので，残る移譲希望農家

は3戸になり，新規参入者と移譲完了者が多数

を占める O 第三者継承の実現によって同じ活動

を続けることは難しくなる。
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Feed Production Conditions for a Large-Sized Calf-Raising Farm: An Analysis 
Using Linear-Programming Models that Take into Account Feed Production 

Transportation Costs 

Tetsufumi KUBOTA 
(National Agriculture and Food Research Organization. 

National Agricultural Research Center for Hokkaido Region) 

The purpose of this study was to clarify the impact of the distance from stables to feed producing 
fields for a large-sized calf-raising farm. For that purpose. we surveyed large-sized calf-raising farms 
and performed a simulation using a linear programming model that takes into account daily traveling 
times and costs. The main findings of this study are as follows: 

First. it's necessary to have about thirteen hectares of fields that are about 0.4 hectares in size that 
are less than a kilometer from a stable to establish large-sized calf-raising farms that yield a high in
come and have a high average level of feed self-production. 

Second. in the case when calf prices are down. it's necessary for the farm to attain feed self-produc
tion. If fields are 0.4 hectares in size. it is important to amass fields that are less than three kilometers 
from the stable. 

The results show that fields for feed production should be less than 3 kilometers from the stable. It 
is important to adjust land use in rural areas to establish large-sized calf-raising farms that yield a 
high income and have an advantage for feed self-production. 

Risk Reduction and Characteristics of Farm Transfers to Non-related Parties 

Shunsuke Y ANAGIMURA (Hokkaido University) 
Yohei YAMAUCHI (Hokkaido University) 
Kan HIGASHIYAMA (Hokkaido University) 

Beginning farmers without a farm family background have to acquire farm business assets in a 
short period and thus often face a risk of bankruptcy. Because bankruptcy damages stakeholders: inl
cuding farmland owners. traders. neighbor farmers cooperating in machinery operation and others. a 
risk management policy is important in order to maintain regional agriculture. 

There are two means of entry for beginning farmers: founding a farm and farm transfer. In this 
paper. the former type means the case of acquiring only tangible assets from a previous farm owner 
and the latter type means the case of acquiring both tangible assets and intangible assets. MAFF 
started a program to promote farm transfers beginning in 2008. but it's becoming clear that promot
ing farm transfers is more difficult than expected. The purpose of this paper is to analyze two begin
ning farmers' cases in Hokkaido in order to understand the characteristics of farm transfer and risk 
management policy. The conclusions are as follows: 

1) A farm transfer approach can reduce the risk of bankruptcy and is suitable for taking over a 
large farm. On the other hand. it does not reduce another the risk of failure of farm transfer. because 
it's difficult to maintain a close relationship between a farm owner and a beginning farmer during the 
period of several months and years needed in order to transfer intangible assets. 

2) In the case of founding a farm. a beginning farmer should access a low equity farm to reduce a 
risk of bankruptcy. Then risks held by stakeholders are also reduced and it becomes easier for a be
ginning farmer to receive various kinds of supports from neighboring farmers. But such supports are 
voluntary and uncertain and based on delicate relationships. So farm business success depends on the 
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personal character of a beginning farmer. 
3) In the case of farm transfer, not only reducing the risk of bankruptcy through control of capital 

investment, but also making efforts to avoid breaking off the relationship between a farm owner and a 
beginning farmer through strong interventions are necessary. In Bifuka town, Hokkaido, seven dairy 
farm owners without children who would be farm successors have founded an organization to accept 
young people wishing to be dairy farmers to train them and finally to promote farm transfer. Two 
farms have been transferred already and the next transfer will be realized soon. It's very remarkable 
in this case that every member participates as a guarantor when a beginning farmer starts a farm 
business and opens an account with an agricultural cooperative. This is nothing other than risk shar
ing which is one way of reducing a risk of bankruptcy and enables members as concerned parties to 
be involved in maintaining the relationship between a farm owner and a beginning farmer. 
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