
  
  地域農業の再編成の必要性とその方式について

  誌名 岐阜大学農学部研究報告 = Research bulletin of the Faculty College of Agriculture Gifu
University

ISSN 00724513
著者名 千田,正作
発行元 岐阜大学農学部
巻/号 45号
掲載ページ p. 231-247
発行年月 1981年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



岐阜大農研報（45〕： 231 247, 1981. 

地域農業の再編成の必要性とその方式について＊

千田正作

On the Necessity and Method for the Reconstruction 

of Rural Community Agriculture 

Shohsaku SENDA 

Summary 

1 . The purpose of this study is to research a fundamental method for the reconstruction of rural 

community agriculture having many agricultural and community problems, in the middle mountainous 

districts of Gifu Prefecture, Japan. 

2 . The necessity for the reconstruction of rural community agriculture is the deepening of the 

agricultural and rural community problems brought about by the high growth of the Japanese national 

economy, especially between 1960 and 1973. 

3. The strategic framework for the reconstruction of the rural community farming are as follows; 

( 1 ) Its principal purpose is to re-create rural community farming and rural society by constructive 

solutions to agricultural and rural social problems. 

( 2〕Thefundamental method is the coordination of the farms operating different types of farm in 

the rural community for their re-creation and development. 

( 3 ) The technical processes are: 1) coordinating farmers or cooperative groups for farming in the 

rural community or the area ; 2) organizing joint use of rural-community-farming-resources (land, 

water, machinery, equipment, labor and managerial skills) owned by the farmers or the cooperative 

groupes for farming in the rural community or the area ; and 3) re-examining the functional activity 

of the rural community and its utilization for the reconstruction of rural community farming and 

rural society. 

( 4) The fresh realization and aggressive, independent approach of full-time farmers, the main 

cooperative groups for farming, and the young farmers engaged on their fathers' farms in the rural 

community or area. 

Res. Bull. Fac. Agr. Gifu Univ. (45) : 231・247'1981. 

要約

1. 本研究の目的は，地域（“ムラ”）農業，とりわけ岐阜県中山間地域のそれの，再編成のあり方に関

して再検討を試みようとするものである。

＊ 本報は， 1979年度文部省科学研究費（一般研究D〕「農山村地域における地域農業と地場産業の調
和的・総合的再編とその管理方式」（一部を， 1980年度日本農業経営研究会秋季大会で報告した〕，並
びに， 1980年度岐阜県委託研究費「中山間地域における地域複合農業の展開方向」（一部を， 1981年
度日本農業経営研究会秋季大会で報告した〉，に関する研究報告の一部である。
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2.地域農業の再編成の必要性とその由来は，とりわけかの高度経済成長を画期とする地域農業・農家・

農村における構造的諸問題の深化にある。

3. そこで，それに対するいわば“対症療法”的な地域農業再編成のあり方は，およそ以下のようであ

る。すなわち：

(1) その基本目的は，上述のごとき構造的農業・農村問題の打開とそれによる地域農業・農家・農村

の“再生”にある。

(2) その基本的方式は，地域農業・農家の地域集団的生産組織化である。

(3) その実施の基本的手順は，①地域農業の経営諸主体（経営体〉の“統合”，②地域農業経営資源、利

用体系の集団的組織化，および③集落機能の見直しとその利活用，である。

(4) その主体と主体性のあり方については，「地域主体」における「地域主義」的な発想の転換とそれ

による主体性の確立の下に，中核農家・中核農業生産組織・「農業青年」などが，その“担い手”（主体〕

とならねばならない，

とし、うことができょう。

はじめ に

一一課題と方法および構成一一

本論は， 1979年度の文部省科学研究費による「農山村地域における地域農業と地場産業の調和的・総合

的再編とその管理方式」，ならびに1980年度の岐阜県委託研究による「中山間地域における地域複合農業の

展開方向」，に関する両研究の実施過程において，いわば，総括的に得られたところの「地域農業の再編方

式」に関して，とりわけ「その必要性と由来，および基本的あり方」について，試論的展開を試みようと

するものである。

調査研究は，岐阜県下の恵那郡山岡町，郡上郡高鷲村と八幡町，吉城郡古川町など，主として東濃・中

濃・飛騨三地域の中山間地帯農山村における実態調査を中心として実施した。また，他の調査研究の機会

をとらえて実施した山県郡高富町大桑地区・本巣郡真正町政田地区・南濃町山崎地区などの西南濃地区の

比較的山寄り地帯農村の実態調査の経験も踏まえて考察を試みたものである。

本論の構成は，地域農業の集団的生産組織化→「地域複合経営システム」の組織化こそが地域農業再編

成の“基本的”方式であるとの見地において，まず，地域農業再編にかかわる基本的理解を“定立”し（第

I章〉，ついで，地域農業再編についての，必要性とその由来（第II章），基本的目的（第III章〉，基本的方

式（第IV章〉，基本的手順（第V章〉，およびその主体と主体性（第VI章）などの，いわば基本的問題点の

吟味・整理を試みた6ヶ章から成り立っている。

なお，前述の農村実態調査の実施に際して，上掲諸町村の役場・農協・関係県事務所および普及所，な

らびに多数の農村リーダーおよび農家から寄せられたご協力とご厚意に対して，また，終始協力をおしま

れなかった杉山道雄助教授に対しても，ここで心から深くお礼を申し上けやたいと思う。

なおさらに，この試論的展開の試みに対して，忌たんなき高批をお寄せ賜われば誠に幸いである(1981.

6.）。

I.地域農業再編に係わる基本的見解

発想の転換と主体性の発揮一一

地域農業の再編という問題について考えるに当って，またはそれを計画・実施するに際しては，あらか

じめ，その発想のいだき方や主体および主体性のあり方に関する基本的見解・理念について明らかにして

おく必要がある。

そこでさし当って，課題の地域農業の再編成という場合の「地域」と「地域農業」・「地域農政」，および

「集落」と「集落農業Jなどに関するわれわれの見解・受け止め方について述べておきたいと思う。

(1) 「地域j・「地域農業j・「地域農政」にかかわる基本的見解

その第 1に，本論でいうところの「地域」は，問題の性質上，ほぼ行政上の地域を念頭においているが，
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「地域」とは「全域」に対するものであって「全域」の基本的構成要素（単位）である。

「地域」は，本源的および歴史的には「集落」がそれに当り，「集落jは幕藩制期郷村制下の”村”，現

在の市町村における「区」に，ほぼ相当している。

市町村は，地方自治または国家統治上の制度的な，あるいはかかる意味で派生的な第二次的「地域」単

位である。同様に，県はさらに高次の派生的な「地域」単位を形成し，最終的には固という「全域」を構

成している。

そこでわれわれは，基本的構成単位あるいは本源的な「地域」とその派生的な上位の「地域」とりわけ

最上部構造としての「全域」との関係は，まず，「地域」が基礎にあり，ついで，「全域」がその上に派生

的に形成されているのであって，その逆ではない，と考える。

すなわち，集落または市町村は，もつばら国の政策によって受動的・従属的に”統括”されるのではな

く，逆に，集落または市町村は，国の政策を能動的・主体的にっくりだし，また，国の政策による”統括”

を能動的・主体的にひきだすものでなければならない。

その第2に，「地域農業Jについても，前者と同様に，「集落農業」が本源的・歴史的な農業の基本単位

であり，順次，その上位の「地域農業」である「市町村農業」→「県農業」へと派生し，「日本農業」へと

集約されるのであって，その逆ではない。

したがって，農政においても，本来的にはその出発点は「地域農政」にあるべきであって，当初に「中

央農政」があって，その後「地域農政」が派生的に生まれるという体のものではない，と考えたい。

すなわち，集落あるいは市町村の地域農政は，中央農政を形づくりそれを動かすものであって，中央農

政民よって形づくられ，動かされるものではない。あるいはまた，地域農政が中央農政を”利用”するの

であって，中央農政によって”利用”されるものではない，と言えよう。

表 1. 農業集落と市町村行政区の範囲の関係

農業集落
行 政 区 と農業集落の範囲が 行政区が

区 分 一致して いる 一致していない な い農業
総 数

集 落 集 落 集 落

全 国 142, 377 70% 29% 。%
岐 阜 県 3,093 75 25 

（注） 1.「1980年世界農林業センサス，農業集落調査」による。
2. 岐阜県の1873（明治6〕年の大小区制実随時の町村数は， 1,556であった。

(2) 「集落Jと「集落農業jにかかわる基本的見解

その第 1に「集落」は，現実的には，市町村の「区」という自治の基礎的組織単位であり，また農協の

「農事改良組合」という農家経済組織の基礎的組織単位でもある（表 1参照）。

が，本来的には，「集落」とは，地縁・血縁的および文化を同じくする一定の人間集団が，社会的就労と

生活（「職住」〕のより所・“根拠地”としての”定住閏”を構成しているところの，一定の地域・領域であ

る，と言えよう。

また，このような集落社会は，集落民による自治と集落民相互間の協助を基本とする一定の組織運営原

則によってその歴史が刻まれているが，その営みのありょうは，かつては農業および農家生活ともに”一

枚岩”のごとき強靭な連帯・鮮のもとに「村落共同体」的営みがなされていたと言えよう 9)10)11)0 

が，かかる集落は，資本主義的近代化，とりわけかつての高度経済成長の過程で，その構成要素である

「家」単位にまで分化・分解し，さらにその「家」つまり「家族（世帯）共同体」すらも「個人」または

「核家族」にまで分解の兆しがないとはし、えぬ現状にある。そして，農業生産や農村生活も「家」あるい

は「個人」中心になりつつあり，”ムラの崩壊”が懸念されている叫13）。

そこでわれわれは，集落社会あるいはその経済的基盤としての集落農業は，近代化→個別化→恐立分散

化ではなく，近代化→再結合→統合によって集落社会および集落農業の再編を図り，集落民の「職住」の

根拠地，“定住圏”の再構築と一層の発展を図らねばならないと考えているのである。
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以上要するに，地域農業の再編成に係わるわれわれの基本的・理念的見解は，次の二点である。すなわ

ち：

その第 lに，地域住民（とりわけ農業者〕が，「地域中心主義」の立場に立って「地域農業」および「地

域農政」を考える，あるいは，「外部経済」（日本農業・中央農政）から「内部経済」（地域農業・地域農政）

の在り方を考えるのではなく，全くその逆の発想を行うというように，まずもって，地域住民あるいは「地

域主体」の主体性の確立と主体性の発揮がなされる必要がある。

また，このような地域農業者ならびに集落・市町村等地域農業指導者層における”意識変革”・”発想の

転換”と，それに基づくその主体性の確立と主体性の発揮に当っては，農政を中央あるいは県農政に，と

りわけ中央農政だけにまかせることなく，農業者・集落農業リーダー・市町村農業指導者のそれぞれにお

いて，ことに農業者自らにおいて，中央農政ならびに地域（集落・市町村〉農政自体の在り方に関する”学

習”がなされる必要がある，いなむしろかような政策面の”学習”の先行が不可欠である，のである。

そして第 2に，集落ないし地域農業は，集落ないし地域社会の営みが”一枚岩”のごとき連帯・連携の

下で営まれねばならぬのと同様に，その個別分散化ではなく集団的生産組織化を不可欠としている。すな

わち，いわゆる近代化路線は，一般に，中央中心主義・中央集権化と，他面，分化→個別化を”是”とし

ているが，地域農業の再編にあたっては，それに反して，地域中心主義と農業生産の集団的組織化を”是”

とするとし、う地域固有の発想→発想の転換を必要としている，と考えるのである。

II. 地域農業再編の必要性とその由来

一←現存する農業・農家・農村問題

地域農業の再編を必要とする理由とその由来（背景）は最近の農業・農家・農村に内在している一連

の構造的諸問題（農業・農村問題）にその発端をみることができる。それは，農業生産と農村社会に関す

るこ問題に大別できる。すなわち：

1.農業生産上の問題点の深化とその背景

まず，農業生産の維持と展開（再生産）に関する問題点としては，①農業生産力要因の進展と小農的土

地所有制度の矛盾，②農産物需給構造の改変に基づく選択的規模拡大→経営組織の単一化，③同じくかか

る改変にその”ルーツ”を求めうる水田利用の再編，④地域農業生産力の主たる担い手（自立的専業農家）

の孤立化及びその後継者の確保難，など四点にかかわるそれに集約できる。すなわち：

その第 1点の農業生産力と農業制度の矛盾については，一方，農業技術体系は， 1960年代以降最近にか

けて，いわゆる機械化・施設化・化学化・水利化が相ついで進行した。そして稲作は1農家でもって中山

間地で数回余（古川町下野， H氏の例など），平坦地では10数 ha余（真正町十四条， A氏の例など）の経

営が技術的に可能となり，他の露地野菜作・果樹作・茶産・施設園芸・畜産・養蚕等々も同様に，岐阜県

下あるいはわが国ではかつてみない「大規模」農業経営の技術的基盤が作出されている。

が他方，農業の基本的生産手段である農用地の所有制度は，一般に，家族労作的自作農の育成・維持を

基調とする小農的土地所有制下にある。

そして地域農業・農家の農用地基盤においては，（初経営地の所有と利用状況は，規模において相対的・

絶対的に零細であり，それが主に水利の上から水田と畑地に二分され，しかも個々の圃場は零細かつ分散

銭園的に散在し，農場形態を成していなし、＇＞， ~イ）したがって農業用・排水路（および農道〉は，集落等農家

間で共用されているが，それによって水田の畑地利用（転作等〉に際しては，農家間で，潅・排水の競合

を生んでいる，（ウ）地域（集落）の自立的専業農家のそれに対して地域内で多数派を占めるに至った兼業主

業農家の土地は，単に資産的保有・低利用状況にあるだけでなく，このような土地の地域に占めるシェア

が過半数に達している，（司他面，農地価格は， 1970～74年頃の乱開発・土地投機・一般的地価暴騰のあお

りをくって，収益地価水準をはるかに越えるところの転用地価水準にまで達しようとしている，体）さらに，

最近（1980年〉の農地法・農業委員会法・農用地利用増進法等農地関連三法の改正・制定によっても，地

域内の自立的専業農家への土地利用権の流動・集積は，従来の相対ヤミ小作の堀起し以上に急速に進展す

るとは思われぬ，などの問題点が伏在している（表2と3参照〉。
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表2. 農家の経営耕地条件，耕地利用，中団地価，農業生産条件等の推移と現状

地 成 岐 車 県 全国

年 次 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1980 

農家経営耕地総面積 ( lOOha) 864 887 830 789 694 660 47,056 

農家 I戸平均経営耕地 (a) 61 62 62 61 57 56 101 

（%】 45.4 44.7 45.4 47.5 52.3 54.9 41.6 

規模別農 0.5～1.0 （汐） 37.9 37.8 37.3 35.9 33.5 31.5 28. l 

1.0～2.0 (//) 16.4 17.2 16.8 15.8 13.2 12.4 21.2 

家構成比 2.0ha以上 （。） 0.3 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 9.1 

耕地利用率 (%) 132 113 100 *95 * 103 

農家l戸平均経営耕地団地数 5.6 ・．． ・．．

耕地10a当り生産農業所得 ( 1,000円） 24 42 91 *91 本93

中国自作地耕作目的地価 (1,000円／lOa) ・－． 213 274 1,191 2,938 4,875 3,822 

生産農業所得率 (%) ・．． 46 47 51 *43 *49 

(A）農産物生産者価格指数 28.3 45.0 54.0 100 * 110.8 122.4 

(B）農業生産資材価格指数 41. l 48.3 56.2 100 * 109. 8 123.5 

(C）農業交易条件 (A/B) 68.9 93.2 96.l 100 * 100目9 99.l 

（注） 1.農林省「世界農林業センサス」・「農林省統計表」による。ただし，中団地価は，岐阜県農業会議と全面農業会議所「田畑売買
価格等に関する調査」による。

2. ＊印は， 1979年のもの。価格指数と交易条件は， 1975年度基準（＝100）。

表 3. 自立経営農家の日本農業に占める地位（全国）

下限農業所得 自立経営農家のシェ 7 (%) （参考）
年 度

（年間1戸当り）
農業粗 耕地面積 農業専 農業固定 専業農家率

10,000円
農家数

生産額 従者 資本額 (%) 

1960 48 8.6 23 24 16 19 34 

1965 83 9.1 27 22 21 18 22 

1970 150 6.6 25 18 19 19 16 
1975 310 9.2 36 28 30 27 12 
1979 375 7.4 35 26 28 27 13 

（注）原資料は，農林省「農家経済調査」。ただし，専業農家率は，同省「世界農林業センサス」各年次による。

すなわち，中大型農業技術体系（農業生産力主要因〉の進展と農地の所有ないし利用体制（農業制度）

の聞の矛盾の深化が目立つ。”機械化貧乏””総兼業化””荒し作り””土地持労働者””農地法の空洞化”な

どは，その発現の一端を物語るものである。

その第2点の経営方式単一化に係わる問題点としては，かの高度経済成長を建前とする国際分業論，貿

易自由化論等市場経済の論理の農業・農村領域への適用を迫るところの政治・経済の基調と農業基本法以

降の農政のその”追従”，他方，国民所得水準の一応の上昇による国民食生活水準の向上と形態的変化，ま

た他国，自立的専業農家自身においても農業生産の市場適応の必要上だけでなく，さきにみた，土地およ

び労働力等絶対的・相対的に限られた経営資源の利用上の競合等々，経営内外の諸圧力を背景として，多

くの農家では，当時，成長作目とみなされた畜産・生食用野菜作・果樹作などのそれぞれ選択的規模拡大

（専作化〉の進展をみた。稲作でも，自立的専業農家と兼業農家では，その動機は本質的に異なるとはし、

え，専作化をみている（表 4参照）。

経営方式の単一化は，むろん市場適応力等の点でそれによる有利性を発揮した。が反面，地力枯渇・肥

料，飼料の自給率低下・農薬残留（食品公害〉・環境汚染ないしは自然環境の破壊，加えて規模拡大と所得

率低下の相克（悪循環）等々，単一化に基づく経営内外の不利性の発現・累積が無視できなくなった（前

掲表 2参照）。

すなわち，元来，経営土地基盤の欠落が目立つ農家にもかかわらず，短絡的な市場経済の論理の適用あ

るいは追求によって，いわば強行された選択的規模拡大→経営方式の単一化は，やがてその長所を上回る
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表4. 農家数および農家構成の推移と現状

地 域 岐 阜 県 全国

年 次 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1980 

総農家数 (1,000戸） 143 143 135 130 122 118 4661 

（%） 20 21 10 6 5 5 ( 3) 13 ( 9) 
専兼業別 l種兼 （%） 48 43 37 25 12 9 22 
構成比 2種兼 (%) 32 36 53 69 83 86 65 

(%) ・．． 77 68 

別農家準単一複合 （%】 ・．． 18 23 

構成比複合 (%) ・．． ・．． 17 9 5 5 9 

総世帯数中の農家率 （%） 46 43 34 30 25 22 13 
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注

ところの短所によって悩まされる羽目に陥ったので‘ある。

その第3点の水田利用再編にかかわる問題点としては，ほぼ1960年代後半からのわが国の農産物の需給

構造は，とりわけ農産物供給に関する前述のような市場経済の論理の”横行”によるところの相対的過剰

（米・ミカン類・牛乳・卵・茶など〉と相対的不足（麦類・豆類・ナタネ・飼料用穀物など〉が併存し，

その調整を強要される事態となった。水田利用再編問題の招来がそれである。

しかし，元来，稲作を前提に農地造成や土地改良が施工されている水田の畑地・田畑転換利用は，その

担い手の確保および土地利用の流動化に関する社会的困難性だけでなく，技術的困難性をもともなうもの

である。

すなわち，米をはじめとする農産物需給構造の悪化に対応する生産構造（生産方向〉の改変が，もっぱ

ら水田利用形態の再編成に求められているが，その実施には社会的ならびに技術的ないくつかの障害が横

たわっているのである。

表 5. 農家人口および農業就業人口の推移と現状

地 域 岐 阜 県 全国

年 次 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1980 

総人口中の農家人口率 (%) 52 48 41 36 32 29 18 

農家 1戸当り世帯員数 （人） 5.8 5.5 5.2 4目9 4.8 4.7 4.6 

農業就業人口 〔1,000人） 321 244 212 166 145 6,973 

農業就業（男子 (%) ・．． 40 36 34 31 30 38 

人口性比女子 (%) 60 64 66 69 70 62 

性別1]60歳以上 （ 男 （%） 26 40 47 55 61 43 

農業就業人口比 女 (%) ・－－ 13 21 27 31 35 32 

新規学卒者就農者数 （人） 1,447 352 232 66 51 7,000 

（注）農林省「農林業センザス」および「農家就業動向調査」各年次による。

その第4点の地域農業の担い手問題については，明かの高度経済成長期における都市ならびに農村地域

での他産業労働市場の発達によって，農家の”総兼業化”・離農・離村がドラスチックに進行した。第 1次

および第 2次農業構造改善事業は少なからずその促進を助長した。他方，自立的専業農家はそれによって

農村集落内で孤立散在化することとなり，農業生産の遂行は，技術的および社会的にも困難性を増幅した，

付）他面，自立的専業農家自体の間でも，前述のような経営方式の単一化がそれぞれ進み，経営体聞での経

営方式の”分化”をみたことによって，従来のごとき農家間での強靭な相互扶助の連帯・鮮がゆるみ，孤

立分散化が一層進行している。選択的規模拡大による専作化は，先にみたごとき短所の発現・深化に加え
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て，このような問題点の随伴もみうけられるのである，（ウ）以上のごとき自立的専業農家の農村集落内での

孤立散在化，および先にみた農用地基盤における問題点の深化などによる農業生産遂行上の技術的・社会

的困難性の累積によって，農業後継者の確保もいよいよ難かしくなった，などの問題点がある（前掲表4

と表5参照）。

すなわち，自立的専業農家の担い手の孤立散在化が，自立経営そのものの存立・発展をおびやかしてい

る。したがってまた，地域農業生産力の維持・展開（再生産）令もおびやかすこととなっている，のであ
る15 6）。

2.農村における社会的問題点の深化とその背景

農村は，都市に比べて，元来，農業者とその家族（農家）の就業と生活の”根拠地”ないし”定住圏”

として「職住（農住）社会」を形成し，また，その営農面の特徴からは「稲作社会」を構成し，総体的に

は「同質社会j という存在形態を保ってきた。

また，かような農村社会の組織と運営に関しては，「村落共同体」的遺制を多分に保持し，構成員聞の自

治と協助によって，自助・自立的にその維持と発展が図られてきた。

しかし，とりわけかの高度経済成長期を画期とする前述のごとき政治・経済の”奔流”とそれに対する

農家・農村自体の対応，さらにその政策的誘導によって，農村社会はし、ちじるしく変貌し，多くの社会的

問題点を抱え込むこととなった。なかでも農業生産の局面にかかわる社会的問題点についてみると，以下

の二点があげられる。すなわち，その第 1点は，農村社会形態の「異質混同的社会」化によって，しばし

ば，その居住主体聞において農業・農家・農村に関する価値観の相違・多極化を生じ，地域資源の利用方

途の選択・配分に関する利害関係の対立を生むに至っていることである。

そこでまず，農村社会構成メンパーの構成状況における「同質社会」から「異質混同的社会」への変貌

についてみると，①農業生産の担い手である農家の専・兼業別構成では，高度経済成長期における，一方，

農村地域における伝統的地場産業の発達，都市諸工業の進出あるいは誘致，観光開発の進展，他方，都市

地域での諸産業の急進など，農村内外の経済的諸変化を背景として，農家の大多数は他産業等への恒常的

勤務か，他産業を自営するところの安定的兼業主業農家となり，反面，農業生産力担い手の主力である自

立的専業農家は，ごく少数派に落込み，孤立散在的有様である。つまり，農業・農村に就労ないし生活の

基盤を求めて自立的専業農家を志向している者に比べて，むしろそれを他産業に求め離農（転業）あるい

は“離村向都”を志向している者の方が大多数を占める状態である，②また自立的専業農家自体の構成に

おいても，さきにみたごとき選択的規模拡大（専作化）によって，それぞれ営農形態・農業生産方向を異

にする農家の集まりとなり，かかるいわばタテの分化が，彼等の孤立分散化を一層促進している（前掲表

3と表 4参照〉，③さらに，一方，農村地域に造成ないし誘致された住宅団地（都市近郊村〕や別荘団地（農

山村）の”住人”（非農家）にとっては，農村は単なる，あるいは，一時的な居住空間に過ぎぬかもしれぬ

が，また，安定的・恒常的通勤兼業農家もしだいに同様な立場に変りつつあるが，他方，農業専従者とそ

の家族（自立的専業農家）にとっては，農村は，農業生産と農家生活を一体的・同時併行的に営んでいる，

しかも永年に亘ってその営みを継承しているところの”根拠地”・”定住圏”なのである。つまり，農村住

民の構成は，農業・農村に関する理解とその本来的機能に関する認識（価値観〕の点で，しだいに多極的・

混同的構成状態に変りつつある，④なお，社会的生産力要因，農業における基本的生産手段としての農用

地の専兼両農家聞における保有状況の違いをみても，さきにも触れたように，とりわけ安定的兼業主業農

家では，資産的保有状態にあるものが多く，折あらば転用を，または地価上昇を期待してのみ保有してい

るに過ぎず，農業的利用はきわめて低位に止まっているばあいが多い，など四点の問題点をあげることが

できょう。

そして，このような農村社会の「同質的社会」から「異質混同的社会」への移行・変貌を背景とすると

ころの，農村社会構成員（居住主体）間での農業・農家・農村に関する価値観の分裂・多極化によって，

土地改良・水田利用再編等農業生産基盤の改善のための個人ならびに市町村財政による土地資本の投資，

村有林・部落共有林などにおける農用地の造成，および農業振興地域の指定や村（国〉土地利用計画の策

定，さらには村の総合的開発計画の策定等々に際して，あるいは地域資源、としての土地・水・自然環境の
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利用方途の選択，利用配分の決定に際して，しばしば農村社会構成員聞における経済的利害の対立を生み，

権利関係の調整がはかどらず，その実施の困難性を増幅しているのである。

つぎに，農業生産の局面における社会的問題点の第2は，農村社会〔集落〉の組織と運営に関して，「村

落共同体的連帯」・紳の弛緩傾向とそれによる「集落機能」の低下がみうけられることである 14）。

このような傾向の主要因は，外でもなく，先にみた農村社会の「異質混同的社会」化，あるいは「都市

化」に基づく農村住民・居住主体聞における農業・農家・農村に対する認織・価値観の分裂・多極化，そ

れによる経済的利害関係の多様化・対立である。

そしてそれによって，いまや農村集落社会の”崩壊・解体”が進行しようとしているともいえる 15-6)0 

しかし他面，わが国の現行の農業制度の基調，あるいはその下での個別農業経営の基本的枠組をみると，

先にもみたように，個々の農家の経営地は，規模において一般に零細であるだけでなく，圃場条件におい

ても集落内に分散錯圃的に混在している。したがって農道および用排水路は集落農家群によって共用され

ている。また，農山村・山村では，慣行共有林など集落全農家の共有共用形態の林野保有が，しばしばみ

うけられる。

したがって，地域農業の振興，つまり，自立的専業農家の農業経営ならびに地域農業生産力の維持と展

開にとっては，農村集落社会におけるこのような集落機能の低下や集落共同体的連帯・紳の弛緩は，きわ

めて重大な問題であるということができる 15 7) 0 

以上要するに，地域農業再編の必要性とその由来・背景についてみると，まずその必要性は，外でもな

く，地域農業・農家・農村に現存・内在している構造的諸問題の打開・解消にある。また，その由来・背

景は，主として，かの高度経済成長を画期とし，以後も続いているわが国の政治・経済の流れとそれをホ

ローした中央の経済諸政策の基調，とりわけ，市場経済の論理の農業・農家・農村領域への適用の”強行”

と，反面，地域農業．農家．農村自体におけるその”甘受

と主体性の発揮の”欠如” Uこある， といえよう。

そこで以下，このような視点・視角の下に，本論の中心課題である地域農業の再編成の方向，あり方に

関する考察を進めようとおもう。

III. 地域農業再編の基本目的

一一農業・農家・農村の「再生」一一

地域農業の再編成に際して基本目的の設定がなされねばならなし、。そのばあいの問題点は，目的設定の

主体とその主体性，設定される目的の内容とその方向性などの諸点である。

これらのうち，目的設定の主体とその主体性の問題は，後第VI章（地域農業再編の主体と主体性）で取

扱うこととし，さし当ってここでは，設定される目的の内容とその方向性について論じようとおもう。

そこで，地域農業再編成の基本目的は，地域農業の再編を’テコ”として農業・農家・農村の”再生”

を図ることにある。すなわち，先述の「地域農業再編の必要性とその由来」で述べたごとき地域農業・農

家・農村社会に内在する一連の構造的諸問題に対し，地域農業の再編を”テコ”としてその打開・解消を

図り，それによって農業者の就労と生活の根拠地・”定住圏”の保全ないし一層の発展を図るということが，

地域農業再編の基本目的に外ならない。

また一面，かような地域農業の再編を”テコ”として，地域をはじめ社会全体の農業生産力の維持なら

びに一層の展開を図り，それによって地域社会ならびに国民経済に寄与しようという社会的目的を含んで

いることはむろんである。

そこで，これら農業者に係わる個別的目的と地域社会ないし国民経済に係わる社会的目的の両者は，そ

の方向性において整合性を保ちうるものであるし，また保たれなくてはならない。

なお，地域農業再編の基本目的の設定に当って，地域農業の再編成が農業者の”定住圏”の保全ならび

に発展を図るところの”テコ”であると述べたが，このような考えかたの背景（論拠）は，次のようであ

る。
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すなわち，地域農業の「再編Jによって地域農業の”再生”は達成され，地域社会の「再編Jによって

農村社会（集落）の”再生”は達成される。つまり，農業と農村の「再編Jなくしては農業と農村の”再

生”はありえない，あるいは農業者の”定住圏”の保全とその発展はありえない，という観点である。

IV.地域農業再編成の基本的方式

〈分化→再結合→統合〉，農業・農家の地域集団的組織化一一

地域農業の再編成，つまり，農業・農家・農村の”再生”の基本的方式・枠組は，一口にいって，個別

農業・農家の地域集団的生産組織化である。そしてそれは，〈分化→再結合→統合〉としづ組織化の図式を

内包している。

すなわち，詳細は次章にゆずるとして，それぞれ選択的規模拡大→専作化などによってタテ（垂直的）

に「分化」している個別農業・農家およびその生産組織を，まず，相互補完的にヨコ（水平的）に「再結

合」し，さらに，これらのタテの分化組織とヨコの再結合組織とを「統合」する。「統合」とは，固有の中

枢機能・機関を有するところの，いわば立体的・有機体的組織体を組織・編成することを意味している。

そこで，このような地域農業の再編→”再生”の基本的方式・図式は，もちろん，前述（第II章）の地

域農業再編の必要性とその由来・背景に照応し，それに基づいて考えられたものである。つまり，現存す

るところの構造的な地域農業・農村問題に対応して，いわばその”対症療法”として，このような地域農

業の再編→”再生”の基本的方式・図式は考えられたものである。

しかし，このような方式・図式を唯一の，したがって，画一的・一般的なものとして考えているわけで

は毛頭なし、。むろん，それぞれの地域における農業・農村問題の構造的特質，つまり，“症状”に対する”所

見”に応じて適宜モデファイされるべきである0 .基本的”というのはかかる意味においてである。この点

は，あらかじめおことわりしておく必要があると思われる。

V.地域農業再編の基本的手順

一一「地域複合経営システム」の構築と集落機能の利活用

前章で述べた地域農業の再編の基本的方式（枠組〉に対応するところの，地域農業再編の基本的手！｜頂（手

法）は，①「地域複合経営システムJの構築に関する「地域経営主体」の「統合」，②ならびに「地域経営

資源」利用体系の集団的組織化，③そして，このような地域農業の再編→地域集団的生産組織化の社会的・

理念的より所としての，「集落機能」の見直しとその活用，などの三者を並行的・段階的に進め，それによっ

て目的とする地域農家・農業・農村の再編→”再生”を図るとし、う手順（手法）である。

すなわち，！｜煩を追ってやや詳細に述べると以下のようである。

(1）地域複合経営の育成とその手法 その 1.地域経営主体の統合・「立体的有機体J的組織化一一

地域農業再編の基本方式である個別農業・農家の集団的生産組織化においては，まず，地域複合経営組

織の育成，つまり，地域（集落・ムラ）における個別経営主体の相互補完的，「立体的有機体」的組織化を

必要としている。それは，前述のく分化→再結合→統合〉とし、う手法で，計画的・段階的に進められねば

ならない。すなわち：

①作目別生産組織（生産出荷組合等）の育成 これは集落・市町村，あるいは農協支所・農協などの地

域単位，または生産団地，農事組合法人などの生産単位で，稲作生産組織をはじめすでに育成されている

表6. 農業生産組織への参加農家数

総農家数
うち農業生産組織参加農家数

区 分 水 稲 作 その他の
( 1,000戸） 実 農 家 数

生産組織 生産組織

全 国 4,661 10% 邑% 5% 

岐 阜 県 118 13 11 3 

（注）「1980年世界農林業センサス」による。
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場合が多L、。農協の作目別部会・生産出荷組合，普及所の各種営農集団（生産組合）などがそれである（表

6参照）。

なお，かかる組織において，単に補助事業の受け皿として事業の実施期間中のみ形式的に存在し，その

後”空中分解”するというごとき主体性を欠くものもみうけられる。が，それは，このような組織に本来

的に内在する必然性・”宿命”によるものではない。組織育成の方法，組織リーダーの選出，および組織の

管理運営などのあり方に欠陥があることに基づくものであることに留意すべきであろう。

②異種作目聞の補完連携組織（広義の地域複合経営）の育成 これは前項の作目別生産組織の相互間，

つまり，稲作・露地野菜作・施設園芸・果樹作・酪農・肉用牛飼養・養蚕等々の土地あるいは施設利用型

農家群（生産出荷組合）および肉用牛肥育・養豚・養鶏等の加工業的畜産経営農家群（同前）において，

それぞれ選択的規模拡大による経営単一化（専作化〕に基づいて過剰または不足となっている経営資源（土

地・労働力・機械施設等），副産物（稲ワラ・厩肥等〕，中間生産物（飼料・肥料作物等）を計画的・組織

的に相互に融通・交換し，補完し合う仕組みである。

かような異種作目経営聞の相互補完的連携によって，それぞれの単一（専作）的経営が本来的に有する

短所の補完を行い，それによって単一的経営体の一層の存続・発展を図るのである。

つまり，本来個別経営単独では不可能である単一経営と複合経営両方の利点をともに獲得する（裏を返

せば，単一経営と複合経営がそれぞれ本来的に有する欠点をともに避ける〕ことによって，それぞれに単

一的規模拡大（専作化〉を行っている個別経営体の維持と発展を図ろうとし、う仕組みが，広義の地域複合

経営組織なのである 15 2) 0 

また地域複合経営は，選択的規模拡大を志向し異種作目をそれぞれ専作化するに至っている経営主体の

相互補完的結合，ないしそれぞれタテに分化している作目別「生産組織主体」のヨコの相互補完的再結合

を図るところの「地域集団的農業経営システムJであるといえよう。

③地域複合経営の中枢機関（農業管制センタ一等）の設置 そこで第3に，以上の作目別生産組織（生

産出荷組合等）および作日間補完連携組織（広義の地域複合経営）の育成（組織化）を図ったり，「地域複

合経営システム」自体の管理・運営を行うことによって， 目的の地域農業・農家の集団的生産組織化，〈分

化→再結合→統合〉の達成を図るところの中枢機構（機関〕の設置が必要である。山岡町の「農業管制セ

ンター」，高鷲村の「総合営農協議会」，古川町の「農林業生産集団連絡協議会」などがほぼそれに当
る15-3)15 8）。

このような中枢機関の組織構成は，各作目別生産組織をはじめ，後継者クラブ・婦人クラブ，および農

事改良組合・農協・農業委員会・市町村等々の各代表者（各主体）によって構成され，また普及員も参画

するところの協議機関である。またその設置場所は，さし当って，市町村役場または農協が適当とおもわ

れる。

かかる地域農業再編に関する固有の中枢機能をもった機関を市町村なり農協なりの地域単位で設置する

ことによって，いわゆる地域農業主体の統合が成立し，地域農業は いわば「立体的有機体」的に再編さ

れる。

つまり，タテ（分化〕とヨコ（再統合〕それぞれの地域集団的生産組織の育成（組織化）と，さらに，

これらの組織の機能の発揮を助長し，またその聞の利害・権利等の調整を図るなど，組織の全体的な管理・

運営に当るところの“第3の組織”の設置によって，ここに地域農業・農家は，「立体的有機体」的な「地

域集団的経営システムj，つまり，狭義の（真の〕地域複合経営システムとして統合され，再編成されるの

である山川ーへ

そこで，地域複合経営の育成（システム化〉は，基本的には以上で一応は終わる。が，その機能の充分

な発揮のためには，先述のごとき地域農業・農家・農村の実態，つまり，地場産業の発達，他産業の進出，

農家の”総兼業化”の進行と，これらに基づく「異質混同的社会化」などの現状からして，さらに，「農家

間結合」，「集落ないし市町村間等地域間結合」および「産業問結合」などの諸「結合」を不可欠としてい

る。すなわち：
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＠専兼業農家聞の連携化（農家間結合） 地域農業の再編，とりわけ地域複合経営の組織化とその管

理運営に当っては，営農志向の自立的専業農家群と農外兼業志向の兼業農家群（し、わゆる”土地持労働者”

や自営兼業農家）とに分化している地域内の両農家群の相互補完的な再結合が必要である。すなわち，稲

作などの農作業受委託や経営受委託，農用地利用の流動化，水田利用再編などを相互補完的・互助的に進

めるに当っては，両者（両農家主体）が，ひとつテーフソレについて話し合うことが不可欠である。

古川町の黒内集落における黒内共同農場の専従者群や施設等そさい園芸農家群とその他の安定的恒常勤

務兼業農家群との間，高富町大桑地区等における稲作機械化営農組合オベレータ群と他の第2種兼業農家

群との聞などにおける「農家間結合」は，その典型といえよう。

⑮集落の連携化（集落または地域間結合） 同一市町村内の集落でも，それぞれ農業生産方向，他産

業の進展度，市街地化の度合いなどの点でその”顔”が相違（分化ないし特化〕していることが多い。地

域農業の再編に当っては，かかる相異なる集落聞の相互補完的連携化（再結合）が必要となる。すなわち，

高鷲村における高冷地野菜作団地上野地区と草地型酪農団地蛭ヶ野地区板橋との間，山岡町における原・

釜谷などの陶土地場産業集落と久保原など農業集落との問，あるいは古川町における旧古川町市街化地域

集落と旧小鷹利村の農業集落”大村”地区との問などに，その例が見出される 15 3)15 8）。

なお，このような「地域間結合」は，さらに，市町村間などの広域範囲，広域単位でも必要となってい

る。農協の広域合併の進展，農業機械銀行，カントリー・エレベータ，稚蚕共同飼育所，堆肥銀行（土作

り組合）などの広域施設の設置，あるいは広域営農団地の造成によって，その必要性は増加している。す

なわち，集落または市町村問などの「地域主体間結合」を不可欠としているのである。

＠農業と地域産業間の連携化（産業間結合） 地域農業の再編は，むろん基本的には，まず農業の枠

内において自主・自律的に仕組まれねばならない。が，現在の農村は，”純農村”はむしろまれであってし

ばしば他産業の併存がみうけられる。伝統的地場産業のほかに，かの高度経済成長期に中山間地帯にまで

も進出してきた，あるいは農村地域工業導入促進法に基づいて市町村自体によって誘致されたところの諸

工業，あるいはまた，山村地帯での観光開発によって形成された観光，レクリエーション等レシャー産業

等々がみうけられる。

しかも後者の進出・新規参入諸産業は，農家・農村における安価な労働力・土地・水等の生産資源ある

いは自然環境等の観光資源を目当てにしてやって来たものである。

したがって，農業・農家・農村における有限な生産諸資源の利用方途の選択・配分や自然環境の保全に

ついては，農業と他産業問で計画的・組織的に調整される必要が生じている。

すなわち，地域農業と地域他産業両「産業主体」聞における相互補完的な連携，「産業間結合」が，地域

農業の再編にとって不可欠である。農業振興地域や都市計画区域の設定，国（市町村〕土地利用計画の策

定などにおける線引きは，このような考え方に基づいてなされる必要がある。山岡町における農業と林業・

陶土産業・寒天生産業などの伝統的地場産業，さらにその関連産業の鉄工業・運輸業などの諸産業間，ま

たは，高鷲村における農業と誘致あるいは進出のレジャー産業・諸工業などの諸産業聞におけるそれぞれ

調和的・均衡的発展が，地域（村）農政主導の下で組織的・計画的に図られているのは，その好例といえ
ょう 15-3)15-8）。

なお，ここでとりわけ留意を要することは，地域農業・農村では，農業生産力要因として重要な土地・

水・自然環境等地域資源の利用に関しては，農業側が主体性をもってその利用配分，利用方途の選択に当

り，農業生産に優先的に利用される必要がある，ということである。

すなわち，かの高度経済成長期以来の重化学工業偏重→農業軽視の，あるいは農業領域にまで市場経済

の原理を短絡的に取込もうとするところの，中央の政治・経済の基調，それを反映した中央集権的産業政

策の姿勢とは全く逆に，地域農村では，農業・農村の特質，地域固有の特性に基づいて，少なくとも，農

業と農外産業間の調和・均衡的発展を基調とするところの視座および体制の確立が必要である。それを欠

くところに，地域農業・農家・農村の再編→”再生”はありえないということができる。

そこで，これらの農家間，集落問および産業聞の「諸結合」のうち前二者は，山岡町でみうけられるよ
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うに「農業管制センター」の構成メンパーに区長（自治会長）が加わることによってそれが達成される。

また，後者の産業間，さらに広域市町村問「結合」については，地域（市町村）の農政・産業経済施策レ

ベルで、取扱われるべきことがらであるといえよう 15ーへ

(2) 地域複合経営の育成とその手法一ーその 2.農業経営資源等利用の地域集団的組織化

地域農業再編の基本的手法の第2は，個別農家・生産組織または地域（集落・市町村）が保有している

ところの，労働力・土地・水・機械・生産施設および経営者能力等の農業経営諸資源の生産的利用に関す

る地域集団的態勢を育成し，確立することである。

すなわち，地域農業の再編，つまり，地域複合経営システムの育成，組立てに当っては，まず，前項の

ごとき，個別主体（農家），組織主体（生産組織）および地域主体（集落・市町村）など各種の「主体結合」

→「主体統合J，あるいは，地域における各種主体の地域集団的組織化を必要としていたが，それと同時に，

他面，労働力・物的経営手段・経営者能力など経営諸要素の利用に関する地域集団的組織化を必要として

いる。

そしてその手法・手順においては，段階的により低位・簡単なものからより高度・複雑なものへと利用

組織の高度化が，試行錯誤の過程を経てなされる必要がある。すなわち：

① 労働力利用の集団的組織化 これは元来隣近所・親戚聞におけるユイ・手間替や手伝い・加勢など

を”ルーツ”としている。その集団化されたものは， 1960年代後半の稲作集団栽培でみうけられた苗代・

田植・防除等の共同作業（出役）をはじめ，酪農におけるへノレパー制度 および高鷲村高冷地夏野菜作団

地の大根栽培におけるような作型協定に基づく播種・栽培管理・防除・収穫・出荷等各作業の各農家一勢

実施も，広い意味で労働力利用の集団的組織化といえよう。

また，高鷲村切立地区の夏大根収穫期間における同地区兼業農家の主婦ク守ループによる夏大根作農家へ

の昼食等の給食活動の試み，古川町黒内地区の黒内共同農場の桃収穫期間における同地区兼業農家主婦等

のアルバイトの受入れなどの例も，広い意味で労働力利用の集団的組織化である。

そこで，この労働力利用の集団的組織化は，以下の経営諸手段および経営者能力のそれの端緒をなすも

のとして，また，前述の「農家間結合」，とりわけ「農家間人的結合」の基礎をなすものとして意義がある

といえよう lト l）。

②機械・施設利用の集団的組織化 これにはまず稲作機械化営農組合の稲作機械類，諸生産出荷組合

の集出荷場，施設園芸・畜産等高能率生産団地の施設・設備などの共同所有→共同利用があげられる。

また，より進んだ形態としては，稲作営農組合オベレータ群による稲・麦・飼料作などの作業受委託を

はじめ，農協等の育苗センターの育苗，ライスセンターのモミ乾燥やモミズリの請負いなどがある。

なお，この機械・施設利用の集団的組織化は，例経営の物的労働手段（固定資本財〉の組織有と組織的

利用がなされるものであること， 4イ）それが組合員の個別利用形態から特定のオペレータ群による作業受委

託に進むと，前掲の「労働力利用の集団的組織化」をもともなうものとなること，さらに，（ウ）前述の「農

家間結合J，とりわけ「農家間物的結合」の基礎をなすものであること，などの点で意義があるものである。

③土地・水利用の集団的組織化 これには，農用地利用増進事業等による自立的専業農家等への農用

地利用の流動化を原型として，高鷲村の上野高冷地野菜作団地と隣接の板橋草地型酪農団地の野菜作・酪

農両農家聞における土地の交換利用，高富町大桑地区の水田利用再編にともなう”ブロックローテーショ

ン”，八幡町河鹿地区の作付栽培（集落的土地利用〕協定，古川町黒内地区の集落慣行共有林野における集

落共同農場の造成，山岡町の町有地等における肉用牛繁殖・酪農・豚肥育・養蚕などの生産団地の造成な
どがあげられる 15 3)15-8）。

なお，この土地・水（用排水）利用の集団的組織化は，（労農業生産の基本的生産手段のそれであるとい

う点で，付）前述のごとく集落農用地の過半数が第二種兼業農家によって資産的保有→低利用の状態におか

れている現状からして，（ウ）優良農用地の確保だけでなく共有林野等における農用地の造成（地域土地資源

の農業的高度利用）をも図るものであるという点で，なお（.:r:）水田利用再編の決め手となるなどの諸点で，

地域農業の再編上きわめて重要な意義を有するものである。



千田正作：地域農業の再編成の必要性とその方式について 243 

④経営者能力利用の集団的組織化 これには，稲・果樹作などにおける経営受託，農業生産一般の共

同〔協業〕経営などがあげられる。前者は，経営体の所有と経営が分離し， 1人の経営者に対して他の経

営者が自分の経営について委託するものであり，後者は，経営体の所有と経営が分離せずに，全構成員の

うちから特定の経営者（組合長等〉を選出し，それに経営権を移譲・集中させると同時に，その他の者も

それぞれ経営運営上の機能分担をなすものである。

そこで，この経営者能力利用の集団的組織化は，その他の労働力・機械施設・土地・水等の経営資源を

も含む全経営資源の総体的利用に関する集団的組織化であるという点で，もっとも高度な形態であるとい

えよう。

なお，経営諸資源の総体的集団的利用という点では，共同桑園を有する稚蚕共同（委託〉飼育，東濃お

よび飛騨における岐阜県畜産開発公社家畜育成牧場もその例に加えることができょう。

そこで以上の農業経営諸資源の地域集団的利用の実施機関としては，それぞれ，農業労働銀行（農業労

働力対策協議会〉，農業機械銀行，農地銀行（農用地利用増進組合〕などの設置がある。さらに，経営副産

物・中間生産物の利用交換等に関しては，堆肥銀行（土作り組合〕，飼料銀行（飼料生産組合〉などがある。

そしてこの種の「銀行」（仮称）の部分的設置については，岐阜県下市町村でもすでに多くの事例がみうけ

られる。

なお，これらの機関（銀行）の設置は，前出の市町村農業管制センターなどの，いわゆる地域複合経営

システムの中枢機構のなかに設置され，地域複合経営のいわば主たる実行機関として位置づけられるもの

である。従って各「銀行」には，例えば農業機械銀行におけるように，それぞれ「マネージャー」がし、て，

それぞれの管理運営の実務に当るのである。

なおさらに，ことに基本的農業生産手段である地域土地資源の利用体系の集団的組織化については，先

にも触れたが，山岡町あるいは高鷲村でみうけられるように，地域農業・農家・農村の再編→”再生”を

第一義とする見地の下に，村土（国土）利用計画の策定，あるいは農業振興地域の見直しを行うという態

勢の確立が，地域農業・農家・農村自体内で先行しなければならなし、15-3川一8）。

（注）「地域複合経営システム」の構築に関する，単一的・専作的個別農家の作目別生産組織化→作目間結

合（広義の地域複合経営）→地域複合経営の中枢機関の設置（狭義の地域複合経営〉，他方，「専兼業農家間

結合」→「集落・市町村間結合」→「農業農外産業間結合J，あるいは，〈分化→再結合→統合〉の，事例的

分析については，文献15）ー③の山岡町の例を参照。

(3）集落機能の見直しとその活用 地域農業の集団的組織化の社会的・理念的よりどころ一一

地域農業の再編→集団的生産組織化の基本的手法の第3は，集落機能の見直し・再評価とその利用・活

用である。

そのわけは，前項の，基本的手法の第 1の「経営主体の再結合→統合」と第2の「地域経営資源利用体

系の集団的組織化」のいずれも，その実施に際しては，何らかの社会的および理念的な基盤・より所が，

あるいは何らかの統合力とその紐帯の存在が不可欠である。われわれは，このようなより所，あるいは機

能を，いわゆる集落機能に求めようとおもうのである。

そこでまず，集落機能の意味とその“実体”について考え，ついで，その利活用について述べることと

しよう。

①集落機能の意味われわれは，集落機能とは，集落（ムラ）社会の成立と展開，存在と運動の，す

なわち集落の歴史の営みの，原動力でありかつ指針で、あると考えている。

そして，かような観点の下に，集落機能を地域農業の再編→集団的組織化の”テコ”としより所として

位置づけ，その見直しおよびその利活用を図ろうとするものである。

②集落機能の実体 集落機能をこのようにみなすとき，その実体は，「集落の組織運営原則」に外なら

ない。つまり，一定の人間集団の職住の根拠地，「定住圏」を形成している集落社会の組織化およびその運
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営・管理に関する固有の諸原則こそが，集落機能の実体に外ならないといえよう。

そしてわれわれは，かかる「集落社会の組織運営原則」のなかに，地域農業の再編→集団的生産組織化

の手立てを探ろうしているのである。

そこで，集落の組織運営原則の実態についてみるとつぎのようである。すなわち：

その第 1に，集落の組織（統合）原則iについてみると，集落構成メンパーの家（世帯），あるいはまた”ム

ラびと”閣の関係は，「民主的平等主義」である。

それは，（対”集落総寄合”の持ち方，区長（自治会長）および集落（自治会〉役員の選出の方法（一戸

一票主義〕など，”ムラ”の政治体制のあり方，付） 集落共有林野・農業用水などの利用に関する経済的利

用権益のあり方，（ウ）”万雑”（自治会費）の負担・徴収の方法，および（司 共有林野・道水路・神社などの

維持に関する「村仕事」の出役の仕方などに，それがみうけられる。

そして集落社会の恒常的な運営・管理は，集落構成員聞の民主的平等主義の原則に基づく集落民それぞ

れの職務・機能分担によって営まれている。区長・農事改良組合長等の選挙による選出あるいは輪番制は

その一例といえよう。

その第 2に，集落の運営・管理原則は，「自治・自立主義」と「相互扶助（協助）主義」の大別して 2本

立である。

まず，自治・自立主義は，集落（ムラ）の政治的・社会的運営面における「自主・自律」性，「地域自決

主義」などと呼称されているものである。稲作の減反に関する個人割当てが，集落レベルで、なされるとき

に比較的容易であるのはその一例である。

この自治・自立主義は，集落の経済的運営面では「地域完結主義」，「地域自給自足主義」となって現わ

れる。集落社会形態の農住〔職住）社会が，元来それであるが，裏を返せば，集落の生産資源の存在量と

それに基づく生産力と消費力の自立的均衡の維持が原則とされているのである。かつての内外の移民の送

出や分村をはじめ，農家次三男子女の都市転出，最近における農家の”総兼業化”などは，さらに，農村

における他産業の誘致・振興も，その現われといえる。しかし他面，その前向きの形態もみうけられる。

古川町黒内での部落共有林における集落共同農場の開設，山岡町での町有林等における養蚕等諸生産団地

の造成，高鷲村の上野・切立両開拓地区などでの地元増反による高冷地野菜作や酪農団地の造成などのよ

うに，かかる自立的均衡のレベルアップを自主・自律的に しかも農業の枠内において積極的に図ってい

るものもみうけられるのである。

つぎに，集落の運営・管理原則の他方の柱の相互扶助主義は，いわば集落社会の連帯性，あるいはその

紐帯の精神的ならびに物質的基礎をなすものといえよう。またそれは，集落（ムラ）の自助・自立性とも

いうことができるが，この場合は，むしろさきの自治主義の経済的側面での現れと考えるべきであろう。

相互協助は，集落社会構成員の連帯の”証（あかし〉 であり，また共存の”糧（かて）”でもある。が，

それは手放し，無制限のものではなし、。その反面に「相互規制」が常に作動している。集落社会の組織運

営原則を乱す行為は，集落（ムラ）の秩序の維持という名において許されぬのである。”村八分”はその例

である。

しかし，相互規制主義は，むろん前向きの積極的な形でも機能している。古川町黒内集落の「村役」の

なかの「相談役」はその例である。区長をはじめとする輪番の種々の「村役」の外に， 3人のいわば終身

の「相談役」がおかれている。これらの 3人は，かつて黒内集落または古川町の公職等にあって地域社会

に永く貢献してきた人々であり，またそのような豊富な経験と一定の識見をもったいわゆる”ムラの長老”

なのである。そして現役の区長等「三役」は，集落民全体の利害関係にかかわる重大な事項の計画・実施

にあたっては，あらかじめこの「相談役」にはかっている。すなわち，”ムラの長老”が，ムラの運営，管

理上の”安全弁”となり，ときにはストップをかけることもあるのであるlトヘ
このようにして，恒常的な集落の運営管理は「相互扶助」と「相互規制」の調整・均衡の下に営まれて

いる。それによって”連帯の粋”は，ゆるむことなく保たれているのである。

そこでさらに，相互扶助（協助）主義は，集落構成員聞の経済的・社会的取引・交換における「非市場

経済主義」として現われる。高山市近郊野菜団地の「土作り組合」が，近辺の肉用牛肥育団地から厩肥を
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供給してもらって，それを年末のいわゆる”酒一升”で済ませる場合もあるという例，農繁期の手伝い・

加勢が夕鶴の”酒一本”で心情的に「清算」されるという例，稲の種モミ交換が相互の厚意によってなさ

れている例などがそれである。

また，先の地域完結（ムラ自給自足）主義も，まさにこの「非市場経済主義」の現われであるといえる。

さらに，部落共有林の手入れ，道水路の補修，神社の清掃などの「村仕事」の出役において，老若男女

を間わず誰でも 1戸 1人出役すればよいとし、う慣習は，いわば，”お互い様”がその基底にあるからである。

すなわち，このような出役は，その度毎にいちいち「損得」が計算されるのではなく，お互いのファミリー・

サイクルを意識して，いわば”生涯バランス・シート”が合えばそれでよいというところの，息の長い計

算がなされているのである。

他面，農家の農業商品生産においては，「市場経済の原理」に対応しなければならないことはもちろんで

ある。また，農家の”総兼業化”もかかる「原理」の支配によるものといえる。

がしかし，集落社会の管理運営原則の根底においては，伝統的に「非市場経済主義」が支配的で，基調

をなしていることに留意されねばならぬのである凶。

以上われわれは，集落機能こそが地域農業の再編→集団的組織化の”テコ”であり，”より所”であると

いう見解の下に，その限りでの集落機能の見直しを試みてきた。

つぎに， 目的とする集落機能の利活用とそのあり方について述べねばならない。

③集落機能の利活用とそのあり方 そこでまず，集落機能こそが当面の地域農業の再編→集団的生産組

織化の”テコ”であり，社会的および理念的（精神的）より所である，というごときわれわれの見解につ

いて敷約しておくとつぎのようであるO

すなわち，われわれは，地域農業の再編→集団的生産組織化の基本的手法は，まずもって集落段階での

”集落ぐるみ”の農業・農家・農村の再編→集団的生産組織化を第 lとしなければならないと考えている。

つまりは，本来的目的である個別農家段階における農業・農家の再編→”再生”は，いわばその結果とし

てしか期待できない。また他方，地域市町村段階の農業・農家・農村のそれにしてもほぼ同様である，と

考えているのである。

そこで，かかる意味合いを有する”集落ぐるみ”の農業・農家・農村の再編→集団的生産組織化は，外

でもなく，集落自体の”歴史”の原動力であり指針でもある集落の組織運営原則の，つまりは伝統的集落

機能の利用・活用によって，あるいはそれを社会的および理念的より所として，立案→実施するのがもっ

とも効果的である，と考えているのである。

このような観点の下における集落機能の利活用のあり方についてみると，つぎのようである。

すなわち，その第 1に，前述の (1）「地域経営主体の再結合→統合」と（ 2）「地域経営諸資源の利用

体系の集団的組織化J，つまり，「地域複合経営システム」の組織化に際しては，集落（ムラ）社会の組織

原則である民主的平等主義をはじめとし，さらに集落社会の運営管理原則の二本柱である自治・自立（自

律）主義と相互扶助（協助）主義を，そのより所としなければならない。

その第 2に，「地域複合経営システム」の恒常的な管理運営に当っては，まず集落社会の運営管理原則の

二本柱である自治・自立主義と相互扶助主義をはじめ，前者の延長線上にある地域完結（ムラ自給自足）

主義と，後者から派生する「非市場経済（生涯パランス）主義」，さらには集落社会の組織原則である民主

的平等主義などを，そのより所としなければならない。

なおさらに，集落社会の運営管理原則にみうけられる相互扶助と相互規制の”両刃の剣”は，「地域複合

経営システム」の中枢機構である農業管制センターの”伝家の宝刀”として，「経営主体の統合」ならびに

「経営諸資源の集団的利用」に関する利害・権利の調整に役立てられねばならない。

要するに，地域農業の再編→再生の基本的手法は，かの「資本の論理」・「市場経済の原理Jによるので

はなく，以上のごとき集落機能つまりは「集落自体の固有の論理」を”テコ”とし，より所としているの

である。あるいは，集落機能→集落自体の歴史の原動力・指針→集落社会の組織運営原則こそが，地域農

業の再編→再生の社会的・理念的より所であるという点に留意する必要がある，といえよう 15-7）。
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（注〕市場経済の原理に対する「非市場経済主義」とは，生産用役・生産財並びに消費財の自給自足的及び

物交的需給形態を重視し，また，これらの交換において等価交換を必ずしも原則としない，つまり，非商品

経済をむしろ通則とする，ということである。

そしてそれは，本来的には，小農的農家経済の運営原則の集落社会経済のそれへの投影といえよう。

VI.地域農業再編の主体と主体性

中核農家・中核生産組織・農業青年・「家」

地域農業の再編→集団的生産組織化の主体（担い手）あるいは主体性に関しては，これまでみてきたと

ころの，地域農業の再編成に関する基本理念・必要性とその背景・基本目的・基本的手順などの総てと密

接に係わっている。

そのいわば大綱が，地域農業者・農民自身による”手作りの新しい村作り”によって，自らの”定住圏”

の維持確保と発展を図ることにあるとすれば，地域農業・農家・農村の再編成→地域集団的生産組織化→

「地域複合経営システム」の構築に関する主体あるいは主体性は，当然，地域住民とりわけ農業者・農民

自身によって担われなければならなし、。

すなわち，その第 1に，「地域複合経営システム」の構築に際しての，「地域経営主体の再結合→統合」

においては，自立的専業農家あるいは地域基幹作自の生産組織（営農集団）が中核農家あるいは中核的生

産組織となって主体性を発揮し，他の農家あるいは生産組織のリーダーとならなければならない。

第2に，また「地域農業経営資源利用体系の集団的組織化」においては，それぞれの経営資源の主とし

て需要者側農家あるいは生産組織が，その実施機関（いわゆる農地銀行・農業機械銀行・労働力銀行，お

よび堆肥銀行・飼料銀行など〉の設立とその管理運営に際して主体性を発揮し，他の供給側の農家あるい

は生産組織をリードしなければならない。

第3に，さらにその中枢機関（農業管制センター）の設置とその管理運営においては，作目別生産組織

とりわけ地域基幹作目の生産組織が主体性を発揮してそれに当り，いわゆる「農家主導型」の中枢機関で

あらねばならぬのである 15一九

他面また，年齢階層（世代）的には，「農業」青年層（農家後継者層）が地域農業・農家・農村の再編成

の一方の担い手でなくてはならない。彼等は まさに”ムラ”の伝統と進歩の”総合”の担い手であり，

”ムラの若返り”の原動力であるからである。かような意味において，地域農業・農家・農村の再編にお

ける「農業」青年層の主体性の発揮が期待されるのである 15ーへ
なお最後に，やや視点を変えて「家」あるいは「家族（世帯）共同体」に関して触れておきたいとおも

う。

そのわけは，地域農業の再編成→集団的生産組織化→「地域複合経営システム」の構築に当って，その

社会的・理念的より所は外でもなく集落機能であった。

かような意味において，集落機能の見直しとその利活用を図るに当っては，まずもって集落の構成メン

ミーである「家」あるいは「家族（世帯）共同体」に関する見直し・再評価を欠くことができなし、からで

ある。

すなわち，まず，「家Jないし「家族共同体」は，いわゆる「村落共同体」に似通った組織運営原則を保

持しているところの「遺制」的存在である。また，「家」は，集落住民個々人と集落社会の”中間項”を形

成している。

したがって，地域農業・農家・農村の再編成における集落機能の利活用に際しては，まず，「家」→「家

族共同体」のありょうを投影することによって集落社会の再構築を試み，その結果において集落機能の復

活を図ることを考えなくてはならなし、。

つまり，「家」と集落〔ムラ〕は，元来，一体的である。かかる意味において，地域農業とりわけ集落農

業の再編成における「家」→「家族（世帯）共同体」の役割構造は重かつ大なるものがある，ということ

を見逃すわけにはゆかぬのである。
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なおさらに，地域農業再編の主体と主体性に関しては，当然、，中核農家・中核的生産組織・農業青年・

「農家」など農業者自身の側によって担われなければならないが，他面，市町村・農協・普及所などの役

割・影響も見逃すことはできない15 2）。

地域農業の進展が目立つところには，必ず，市町村・農協・普及所などがそれぞれ固有の機能役割分担

の下に，それぞれの「主体性」を発揮しているのをみうけることができる。市町村（行政）主導型あるい

は農協主導型の”村作り”といわれるのがそれである。

かかる意味合いにおいて，市町村・農協・普及所などの「主体性jの確立とその発揮は，地域農業の再

編にとって欠くことができないところの重要な要素，一方の”車輪”である，ということができるのであ

る。
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