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集落営農の変遷と展望

高橋明 広*

〔キーワード〕ー集落営農，政策，地域農業，変遷，

展望

1. はじめに

集落営農を文字通りみれば， r集落」を単位に行

う「営農Jの取り組みである.これら集落営農は，

主に水田農業において，単ーまたは複数集落程度の

地縁的な範囲を単位に，そこに居住する大半の農家

からの出資，労働力の提供，あるいは，農地の利用

調整等への合意に基づき，農家の経済的，非経済的

(農村コミュニティの維持，生き甲斐農業の継続

等)な効用の向上を図る集団的活動ということがで

きる注1)これら集落営農活動を実施する組織を集

落営農組織と呼ぶが，近年では，両者を必ずしも明

確に区別せずに集落営農として呼ぶ場合が多い.

今日の集落営農は，大別すると「ぐるみ参加型」

と「オペレータ型Jの二つのタイプがある.前者は，

文字通り，集落のほぼ全戸がそこで行われる経営管

理や農作業に参画しているもの，後者は，特定の構

成員が経営管理や農作業を担当し，大半の構成員は，

畦畔管理といった地域資源管理に関わる作業等に

間接的に従事しているものである.

これら集落営農に取り組む効果は，第 lに，地域

の農地を面的に利用することで家族経営単独で、は

導入できなかった高能率の農業機械・施設の利用に

よる規模の経済の発揮や，地域を範囲にした土地利

用調整の実施を通じて生産性の安定・向上が図られ

る点である.また，個別経営が借地によって規模を

拡大していく過程とは異なり，短期間での農地の面

的集積と大規模化が可能になり，地域農業の担い手

の確保等が期待できる.第 2に，多数の農家を構成

員とすることから，兼業先等で、身につけた多様な技

能や能力を持つ人材が利用できる.第 3に，農地や

水等の地域資源を集落全体の協力により保全する

ことが可能になる等々である.その一方で，集落営

農は，家族経営と比べて意思決定に時間を要したり，

組織内で問題が発生した場合に解決に時間や費用

が掛かる等の課題もある.

， (独)農研機構 中央農業総合研究センター(AkihiroTakahasi) 

2 地域の農地と生活を守るための集落営農の展開

「集落営農」とし、う用語はすでに 1970年代には

登場していたが，こうした集落を単位とした営農の

取り組みについて，当時は，集落営農以外にも「地

域営農集団J，r地域農業集団J，r地域型生産組織J，

「集落生産組織」等々，様々な名称が混在して用い

られていた.

集落営農という用語が「農業白書」に登場するの

は， 1989年に農業生産組織の項目の中に「近年，集

落等を単位とした生産の組織化を図り(中略)， 

地域全体として農業生産力の向上等を目指す集落

営農的な事例が多くみられるJとの内容で取り上げ

られたのが最初である.その後，集落営農が白書に

再登場するのは 1998年を待たねばならないが， 90 

年代初めには， r r集落営農Jは(中略)…行政用語

として定着j し r地域農政の柱にすえる自治体が

少なくないj 注 2) としづ状況になる.このように自

治体自らが行う地域農政と極めて深く関連しつつ，

集落営農という用語が用いられたこともあり，集落

を単位に活動する組織の総称として集落営農とい

う用語が広く認知され，定着することとなった.

こうした集落を単位に行う営農活動(=集落営

農)は時代毎に異なった性格を持ちながら展開して

きた.すなわち， 1960年代は， 50年代から始まっ

た高度経済成長に伴う農村からの農業労働力の急

速な流出を背景に r共同田植」等の取り組みが進

むなど，不足する労働力を補う目的で組織化が進め

られた.1970年代には，圃場整備事業が進展すると

共に，高度経済成長により農村から流出・減少した

農業労働力に変わる生産手段として， トラクター，

田植機，コンパイン等の農業機械の開発と普及が急

速に進んだ.それら農業機械や施設を零細規模の農

家が単独で導入するには多額の投資が必要なこと

から，集落などを単位にそれらを共同で購入し利用

するための札織化が図られた.そして， 1980年代に

入ると，米の生産調整が強化されたことを背景に，

いわば集落の全戸に共通する大きな問題となった
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転作への対応について，ブロック・ローテーション

等の農地の利用調整を通じて共同で処理するため

の組織化が進展した.

これら集落営農の組織化は，個々の農家の経営面

積が相対的に小規模で，かつ，農村の高齢化や兼業

化が急速に進んだ，中国，近畿，北陸(これらは「集

落営農ベルト地帯j 注3) とも呼ばれる)を中心に進

展することとなった.

これら地域では，急速な高齢化や兼業化の進行に

よる農業・農村の衰退に強し、危機感を持った地方自

治体によって，集落営農の組織化に向けた様々な支

援が実施されてきた.まず，島根県では，全国に先

駆けて， 1975年から「島根農業振興対策事業(新島

根方式と呼ばれる)Jにより，集落を単位とした話

し合いや機械の共同利用などの取り組みが開始さ

れた.また，富山県では， 1982年から「集落営農組

織化促進事業」が開始され，担い手がいない集落を

対象に，集落を基礎に営農計画を作成する営農体制

の構築が進められた.同時期に，広島県では， 1983 

年から「地域農業集団育成事業」が開始され，基盤

整備の推進と合わせて，地域の中核農家や兼業農家

等を巻き込んだ集落営農の組織化が目指された.そ

して，滋賀県では， 1989年から f集落営農ビジョン

促進対策事業」が開始され，集落営農の推進が図ら

れた.

このうち，高齢・兼業化が全国屈指の水準で、進展

した広島県の事例を素材に，農業・農村の衰退を背

景においた集落営農の組織化の特徴を概観してお

こう.

広島県では上述のように，基盤整備とセットにし

た「地域農業集団育成事業Jが 1983年から開始さ

れたが，そのモデルとなったのが中山間地域に位置

した S市が 1972年から進めた「全市基盤整備・営

農集団化J事業である.当時の広島県の基盤整備率

は全国平均の半分以下に留まっていた.この基盤整

備率の低さは，条件不利地域を多く抱え，既に， 1980 

年代には県平均の基盤整備に掛かる事業費が 100万

円/10aを越えていたことが背景にある.このため

「広島県では自家の水稲所得だけでは圃場整備償

還金を支払いきれず，その結果，兼業収入や年金・

被贈の収入からの持ち出しによって賄わざるを得

ないのが現状」注 4)であった.こうした状況にも関

わらず， s市では，あえて全市を対象にした基盤整

備が目指されたのである.その嘱矢が， 1969年設立

のH営農集団組合(以下， H組合)の組織化にまで

遡る.

この H組合のある H集落では， 1967年に早ばつ

が発生し，稲作が大きな被害を受けたことから，た

め池による用水の確保と水利施設の整備への要望

が高まった.また，当時，集落内の酪農家は飼養頭

数の拡大を目指す過程で，現状の圃場条件を改善し，

飼料生産及び稲作の機械化を通じた省力化が不可

欠と考えていた.そこで，当時 40代の酪農家 7名

が中心となり，基盤整備(第 1次農業構造改善事業)

実施に向けた検討が開始された.その当時の H集落

の農家数は 57戸，約 40haの水田面積で、あった.

しかし，農業構造改善事業は， s市で最初の取り

組みのため，実施に向けた話し合いの過程で，酪農

家以外の集落内の農家から，基盤整備事業の趣旨そ

のものは理解できるが I事業費や機械購入の負担

が掛かるのでは?j， I酪農家のためにやるので

は?J， I圃場を大きくすると水が不足し，米の収益

が減収するのでは?J， I兼業農家にメリットがある

のか?J等，様々な不安や懸念が寄せられた.こう

した集落からの様々な疑念を払拭するために，①圃

場 (30a区画)と農道整備を実施し，事業費の農家

負担は，圃場条件にかかわらず一律 16万円/10aと

すること，あわせて，②水稲の集団栽培を通じて，

作業負担軽減を図るため，ぐるみ参加型の集落営農

の組織化が提案された.基盤整備事業は， 1968~70 

年に実施され，基盤整備開始の翌年の 1969年には，

県内第一号の集落営農である H組合が設立された.

H組合は，集落ぐるみ参加，機械の共同購入，酪農

家や兼業従事者による農業機械作業のオペレータ

制の採用を実施し，その後に設立される県内の多く

の集落営農のモデルとなった.

集落営農の組織化を基盤整備とセットで進めた

結果，集落内の圃場数は整備前の 678筆から 183筆

に激減し，闘場区画を拡大できたことで，酪農家は

飼料生産に関わる省力化が可能となった.それと同

時に，集落営農を組織化したことで，稲作労働時間

は，組織化前の 175時間から 39時間 (1971年)と

約1/5程度に省力化され，兼業農家や高齢農家は，

稲作作業の負担が大きく減少した.これにより，酪

農家は飼料作労働を軽減でき，兼業農家は他産業従

事に専念でき，高齢者は農作業委託により高齢化し
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ても肥培管理作業さえ行えば農業が継続できるこ

ととなった.その後， H組合では，地域に先駆けて，

普通型コンパイン等の農業機械の導入，近隣の集落

営農との作期のずれを利用した普通型コンパイン

の共同作業の実施，農業生産法人化注 5) 女性によ

る農家レストラン等の多角化事業の展開等，今日で

みても先進的といえる取り組みが 1980年代にかけ

て進められた.

こうした H集落での集落営農の組織化の成功は，

当該地域の営農再編モデノレとして取り上げられた.

具体的には， s市では， 1972年に市の産業振興策作

りのための「産業開発審議会」が設立され，その答

申の中に， H組合の取り組みを全市の集落を対象に

実施するための「全市基盤整備・営農集団化」が盛

り込まれた.その特徴は，①諸制度を利用して可能

な限り全耕地で基盤整備を実施する.その際，事業

毎に補助率が異なることから，市が追加助成し，事

業に関わらず農家負担を一律にする措置がとられ

た.②また，基盤整備は地権者の 2/3以上の同意が

あれば，不同意者がいても事業実施が可能であった

が，そこでは，あくまで「全員合意を原則とするj

こと，そして，③30~40ha 規模の集落営農を市内に

80組織を設立(市内の集落の 9害IJをカバー)するこ

とが目指された.こうした取り組みの背景には，条

件不利を克服するには，基盤整備の実施により圃場

条件を改善し，あわせて，零細な個別完結的な営農

から集落営農への移行を通じて，地域の全農家が協

力し効率的かっ持続的な農業生産の推進が重要と

いう強し、危機意識に裏打ちされていた.さらに，こ

うした集落営農の取り組みは，農業生産基盤の改善

のみの効果に留まらない.H集落に続いて集落営農

の組織化に取り組んだ 0集落のリーダーは，集落営

農を進めるに際して「嫁が喜んでくるような地域に

したかったj 注6) と回想するなど，農業生産の効率

化と農村生活環境を同時に改善することを期待し

ていた.

こうした地域では，農業者や行政担当者において，

農業と生活環境を一体的に維持しなければ地域が

守れないという強し、危機意識のもと，集落営農によ

る組織的対応実施が不可欠と考えられたのである.

いわば，こうした地域においては，できるだけ手間

を掛けずに集落全員の協力の下で農業生産と生活

環境を効率的に維持していくため仕組みとして集

落営農の組織化が進んだのである.

3 担い手の一形態と位置づけられた

集落営農の展開

(1)担い手に位置づけられた集落営農

ところで， 1990年台までの農政は，借地による規

模拡大等を通じた個別大規模経営の育成を重視し，

集落営農については 1仲良しグループj 的存在の

ため経営体としての継続性・発展性に疑念があると

の認識を持っていた感が強い.このため集落営農に

ついては，地域農業の担い手として位置づけられる

ことはなかった.当時の農政は，集落営農について

はあくまで個別経営に農地を集積していくための

枠組みとしての役割を期待していた.しかし，その

一方で， 1992年のいわゆる「新政策jで想定された

「個別経営体J等の個別経営の育成は，その後，期

待通りには進展しなかった.

こうした状況を背景に， 1999年の「食料・農業・

農村基本法Jにおいて 1国は，地域の農業におけ

る効率的な農業生産の確保に資するため，集落を基

礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共

同して行う農業者の組織，委託を受けて農作業を行

う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるもの

とする(同 28条)Jとの項目が設けられ 1集落を

基礎とした農業者の組織」としづ表現で，集落営農

についても今後育成すべき担い手のー形態として

位置づけられることとなった.

さらに，食料・農業・農村基本法を受けて 2002

年からの「米政策改革」では，一定の要件を満たす

集落営農を「集落型経営体Jとし，また， 2005年の

経営所得安定対策等大綱により具体的枠組みが示

され 2006年に成立した「担い手経営安定新法Jに

基づいて実施された「品目横断的経営安定対策J，

及びそれに続く 171<田・畑作経営所得安定対策」

では，一定の要件を満たし 5年以内の法人への移行

(移行計画が未達の場合は， 5年を超えない範囲の

延長措置あり)を前提に集落営農は，認定農業者と

共に施策の助成対象と位置づけられた注7)

こうした施策に呼応する形で，急速に集落営農の

組織化が進展することとなった.図 1は都府県の集

落営農数について 2005年以降の状況を整理したも

のである.

都府県の集落営農数は 2005 年~12 年に 9， 667か
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図 l 都府県における集落営農の推移 (2005-12年)

資料 農林水産省「集落営農実態調査結果J

ら14，470へと 50%も増加している.年次別では，
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資料図 1と同じ

2006~2007 年に 16%も増加するなど，集落営農の

設立は，施策に大きく影響されている.これら施策

では，集落営農について 5年以内の法人化を求めた

ものの，実際に法人化した集落営農は 2005年の 6%

から 2012年には 18%へと増加してはいるが，今日

でもその大半は非法人のままである.

次に，代表的な農業地域別の集落営農数の推移を

整理した注8) (図 2).

東北，関東・東山 (以下，関東)，九州、|・沖縄(以

下，九州)は，品目横断的経営安定対策を契機に集

落営農が急増した地域，北陸，近畿，中国は，上述

した早期から集落営農の取り組みが確認できる地

域である

集落営農が施策の助成対象と位置づけられた

2006~7 年の集落営農数の推移をみると，東北では

21弘増，関東では 59%増，九州では 43%増と急増し
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図2 代表的な農業地域における集落営農の状況(続き)

ている. 一方，集落営農ベルト地帯では，同年に，

北陸で 5%増，中国では 4%増，逆に， 近畿は 0.4%

減と減少している.このことは，東北，関東，九州、|

の地域が施策に過敏反応ともいえる対応を示した

ことを表している.

品目横断的経営安定対策等，前自民党政権下で実

施された一連の施策は，集落営農を地域農業の担い

手の一形態として積極的に育成・支援することを

5且ったものである.当時，借地等を通じた個別経営

の規模拡大が，必ずしも進展していない状況を考慮、

すれば，こうした施策の推進は重要な方向ではあっ

た しかし，それは他方で，これまで，地域農業の

専業的な担い手が不足する中で，集落全員の協力で

農業と農村を守ることを目指してきた中国，近畿，

北陸等の集落営農に，あえて特定の 「専従者の確保j

や r5年以内の法人化」を一律に求めたことで動揺

をもたらした.また，集落営農の取り組みが進んで、

いなかった東北等の地域は，相対的に規模の大きな

個別経営が広範に展開していた.そうした地域では，

一定規模以上の認定農業者以外は，集落営農を組織

化しそこに参加しなければ，施策の対象から除外さ

れてしまう，という「集落営農組織化パニックJと

も言うべき状況を農家だけでなく行政担当者も含

めて生じさせた.そこでは，集落営農ベル ト地帯で

長年にわたって取り組まれてきたものとは大きく

異なる，政策が求める要件の充足のみを主目的と し

た，集落営農の組織化(政策対応型集落営農)が急

速に進むこととなった.そこでは，家族経営を残し，

形式のみ集落営農の要件を満たそうとする「枝番管

理方式(詳しくは後述)Jと呼ばれる組織化が進ん
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だのである.このように，施策の支援対象として集

落営農が取り上げられたこ とで，本来の農政が目指

す方向とは大きく異なる「ねじれj も同時に生じた

のである.

(2)政策対応型集落営農の特徴

政策対応型集落営農について，茨城県の具体的事

例を用いて確認する.事例として取り上げるのは茨

城県 A市に位置する B営農組合(以下， B組合)

である.A市では，担い手新法成立前までは，集落

営農の取り組みは皆無であったが， それが成立 した

2006年に一気に 25の集落営農(し、ずれも特定農業

団体注川が設立された.それら集落営農は，平均

1.4集落で構成され，地域の認定農業者も含めたぐ

るみ参加型が 18組織 (72%) を占めていた

B組合は， 地域の 28戸中の 22戸 (79%) と大半

の農家が加入し 2集落で構成された組織で，経営耕

地面積は 46haである.組織化の契機は，品目横断

的経営安定対策の助成対象に該当した農家が，唯一

の認定農業者 l名 (現 B組合長， 養豚+水稲 7ha)

であったことに始まる.この認定農業者は自身は対

策の対象となったものの，仮に，大半の農家が対策

の助成対象から外れ，転作から離脱すれば， 地域で

実施してきた転作のブロック ・ローテーション体制

が瓦解するだけでなく ，認定農業者が中心に担って

きた転作受託そのものが解消されるという危機感

を持つこととなった.そこで，この認定農業者は，

こうした事態を回避するために，自 らが中心となっ

て，あえて，地域に呼びかけて組織化を進め，営農

組合の組合長まで引き受けて，地域の全農家を構成

員とする集落営農の組織化を進めたのである.
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B組合は，有志による C協業組合 (5戸)と農家

17戸で構成されている.農家 17戸のうち， 12戸は

稲作と転作(一部作業委託あり)を自己完結的に行

い， 5戸は，飯米のみ生産し，転作は委託 (C協業

組合に委託が 3戸，地域外の担い手に委託 2戸)し

ている.一方， C協業組合は，上記の認定農業者も

加入した(認定農業者が組合長を兼務)，麦・大豆

作の協業経営と稲刈・乾燥に関する共同作業を行う

組織である.よって，そこでは，育苗，耕起，代か

き，田植，防除，水・肥培管理の稲作に関する作業

は， 5戸の構成員が個別に実施している.

このように B組合の農作業は，形式的に構成員で

ある C協業組合と各農家に再委託する形を取り，現

行の営農体制はそのまま維持されている.当組合の

ような特定農業団体は，税務当局から「人格なき(権

利能力なき)社団」と認定されれば，法人税や消費

税の納税問題が発生する可能性があった.このため，

B組合では，構成員の共通の利益を追求する「民法

組合」としての要件を満たす必要から，構成員毎に

販売収益と費用を計上し，それぞれに配分する会計

処理方式(構成員を番号で管理することから枝番管

理方式と呼ばれる)を採用した.加えて，経理の一

元化の要件を形式的に充足するために，営農組合が

農協から短期資金を借り入れ，各農家がそれぞれ購

入した資材費等については，そこを通して，会計処

理する形を取るなど，非常に煩雑な会計処理を行う

ことで，集落営農の要件を満たしていた.認定農業

者は，こうした煩雑な体制を取ってでも，飯米農家

を含めた農家に対策のメリット感を提示し，地域の

全戸を対策の対象に加えることで，地域のブロッ

ク・ローテーションと転作受委託の体制を堅持しよ

うとしたのである.これは，典型的な「政策対応型

集落営農Jということができる.

ただし，こうした政策対応型集落営農の形成は，

これまで個別完結的な営農が中心で，地域や集落の

農業について農家間で話し合う機会をほとんど持

たなかった地域に，形式的とはいえ集落営農の取り

組みを通じて，今後の地域農業の再編に向けた「場」

が形成されたという点で評価を与えることができ

ょう.実際，枝番管理方式からの脱却を図ったり，

あるいは，従来の転作のみに限定した取り組みから，

稲作まで含めた協業化や，野菜等の多角化に取り組

む組織も徐々にではあるが現れてきている.

(3)集落営農ベルト地帯における展開

図2に示したように，北陸，近畿，中国では，東

北や関東等のような品目横断的経営安定対策を契

機とした集落営農の急増はみられない.その一方で，

北陸や中国においては，集落営農の法人化が進展し

ている.ただし，北陸と中国では法人化の目的や方

向が大きく異なっている.

北陸では，既に，対策前に協業経営に移行した組

織も多かったことから，品目横断的経営安定対策を

境に，法人数は 2006年の 261組織から 7年には 384

(前年比 47%増)に，翌年の 2008年には 517組織

(同 34%増)へと急増した.また，集落営農に占め

る法人率は 2005年の 11%から， 2012年には 32%に

増加している.これら地域では，いわば，政策の後

押しを受けながら，政策が求めた地域農業の担い手

となる方向への移行を着実に進めている.一般に集

落営農は集落を基礎においているため構成員の平

等性を強く意識することから，法人化する場合でも

一人一票制である農事組合法人が選択される場合

が多い.北陸の集落営農においても，農事組合法人

それ自体は増加しているが，法人化した集落営農に

占める農事組合法人の割合は， 2011年以降，わずか

であるが減少に転じている (2010年の 88%から

2011年， 12年はし、ずれも 86%へ).このように農事

組合法人が減少に転じる一方で、， 2011年以降，農外

事業等の企業的な展開が容易な株式会社は増加傾

向にある.これら株式会社を選択した集落営農では，

特定の専従者の確保や従業員を雇用したり，耕種作

に留まらず，加工等の多角化といった事業展開を図

るケースも増えている.

一方，中国も北陸と同様に集落営農に占める法人

率は 2005年の 10%から 2012年は 29%に増加し，

また， 2007~2009 年には，法人数が前年比で 20協を

越える伸びを示している.当該地域は，条件不利地

域を多く抱え高齢化も進展していることから，こう

した法人化は，高齢離農者等の農地を紙撤(集落)

として借り受けて維持・保全するための重要な手段

となっている.加えて，法人化した集落営農の組織

形態をみると，中国は， 2005~2012 年の間に農事組

合法人割合は 94%と一貫して高い.地域農業の担い

手となる個別経営が相対的に少ない当該地域で農

業と生活環境を守るには，集落全戸の協力が不可欠

である.そのためには，意思決定において一人一票
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制の平等原則が担保された農事組合法人が選択さ

れている.ただし，今後，当該地域においては，さ

らなる高齢化の進展に伴い，こうしたぐるみ参加型

の農事組合法人が維持できなくなる可能性がある.

上記の地域の集落営農では，品目横断的経営安定

対策を契機に法人化の進展等，政策が求める方向に

向けた展開が図られているが，そこでは，政策が求

めた方向とはまた異なる新たな動きを示す集落営

農も現れている.以下，北陸と中国の事例を用いて

そうした動きについて確認する.

1)集落営農の合併

最初に取り上げるのは，複数の集落営農が合併す

ることで，メガファームともいえる 100haを越える

大規模経営を確立した事例である.この集落営農の

合併事例として農事組合法人ファーム Y を取り上

げる(以下，ファーム y).ファーム Yは，富山県

に位置し， 2005年に，旧村内 10集落中の 5集落が

参加し，既存の集落営農を解散・合併して設立され

た農事組合法人で，合併に伴い，構成員は 143戸，

加入農地面積は 163haに達している.

合併に際して， 2名の専従者(代表理事，理事)

が農外就業を早期退職し，中核的担い手として参加

した.加えて， 30歳代の従業員 3名を新規雇用し，

担い手の確保を進めている.従業員には，健康保険，

厚生年金，労災，雇用保険を提供し，理事は，労災

に特別加入している.

ファーム Yへの加入者の総農地面積 163haに対し

て，実際の作業面積は 147haである.これは当該地

域には， JAの農地保有合理化事業を通じて地域内

の農地を借地し規模拡大を進めてきた大規模個別

経営 (30ha)の存在が背景にある.そこで，組織合

併に際して，大規模個別経営は，出資に協力する一

方で，大規模個別経営の借地については，そのまま

継続利用することとし，あわせて，大規模個別経営

とファーム Yとの問で，機械の故障等により作業に

支障が生じた際には，相互支援する取り決めを結ぶ

などの連携を図っている農地は平坦から中山聞に

位置しているために，圃場数は 714筆に達している

が，面的に集積したことで，地域農場的に利用する

ことが可能になっている(図 3).

作付構成は，水稲 100ha，大麦 36ha，大豆 13ha，

牧草 0.7ha，このほかに，餅加工(揚げ餅)を，ま

た， 2007年からは，タマネギ，ブロツコリー，ハク

図3 ファーム Yの園場図
斜線部がファーム Yの悶場

サイ，ダイコン，カブ等を計 1haを作付けるなど，

面積的には小さいが，多角化にも取り組み始めてい

る.このうち餅加工は，従業員 3名の冬場の就労の

場となり，約 12万枚の「揚げ餅Iを製造し，道の

駅等を通じて販売している

耕種部門の機械作業は，①理事と従業員(主たる

機械作業は従業員が担当)，②構成員の中から臨時

雇用した 3名の専属オペレータ (70歳前後の男性，

主にトラクタ作業と稲刈り時の籾運搬に従事)，お

よび，③「サンデー・ファーマー」と呼ぶ，合併前

の集落営農において機械作業に出役していた兼業

従事者等で構成されたオペレータで実施されてい

る.農作業の大半は 3 名の従業員を軸に 4~6 名程

度の組作業で適期内の作業遂行が可能となってい

る.作業効率が向上した結果，設立当初，従業員の

休日確保を目的に出役を要請されていたサンデー

ファーマー(当初は 30名が登録)は，現在では 10

名以下に削減された.

ファーム Yのような大規模経営では，水管理，肥

培管理，畦畔管理を少数の専従者のみで担うことは

難しい このため，設立当初は，圃場条件に応じた

借地料 4， 800 円 ~12 ， 600円/10aの他に，水管理料

として 8，000円/10a，11庄畔管理 (4回草刈り)とし

て1m2当たり 140円を支払っていた(合計で平均2.8 

万円/10a程度). しかし，台帳上は畦畔が小さくて

も法面が大きく草刈り面積が広い闘場等， 11庄畔の状

況が異なるために，構成員から様々な不満が寄せら

れた.そこで， 2007年から，借地料と畦畔管理・水

管理を一律 3万円に改訂し，借地料と管理料を明確

に分けず(闘場条件が良好ならば借地料は高いが管
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理料は安い，一方，圃場条件が悪ければその逆)， 

実質 2，000円値上げすることで，構成員の水管理・

畦畔管理料に対する不満の軽減にが出ないよう配

慮している.

集落営農の合併を通じて，短期間に地域内の農地

を大規模かっ団地的に集積でき，地域の他産業従事

者並みの所得の確保と合わせて，地域農業の担い手

や後継者が確保できている.法人化の課題は， 143 

戸の農家を構成員とし，一人一票制の農事組合法人

であることから，意思決定に時間を要することと，

法人化を通じて少数の専従者を確保できたた反面，

構成員の一部には，農地を利用権設定したことで，

農業生産から事実上リタイアしたという意識が生

じ，再委託している管理作業をファーム Yの指示通

りに行わない場合があるなど，組織に対する参加・

貢献意欲の低下が懸念されている.よって，将来的

には，一人一票制の農事組合法人から株式会社への

組織形態の変更が求められる可能性がある.

2)社会貢献型事業に取り組む集落営農

条件不利地の集落営農においては，これまでは，

前述のように耕種部門の省力化，低コスト化を図り

ながら地域の農業左生活環境の維持が図られてき

た.しかし今日のように耕種部門の販売価格が低

落傾向を続ける中では，こうした営農方式に頼った

ままでは，地域の農地と生活を守るために活動する

上で必要となる収益や組織活動を通じた効果その

ものの確保が困難となりつつある.

以下では，従来のような耕種作の合理化だけに留

まらず，集落営農自らが，福祉等の[社会貢献型事

業」に取り組み，地域の農業と農村を守るための活

動を行っている有限会社 G(以下， G)を取り上げ

る.

Gは，島根県の中山間地域に位置している.Gの

位置する旧 S町(現在は I市に合併)では，高齢・

過疎化が急速に進展した結果，集落の自治機能が大

きく低下し，従来行われてきた集落での葬儀ができ

ないなどの様々な問題が発生することとなった.そ

こで， 1992年から，自治機能が低下した集落に代

わって，町内を 13のコミュニティ・ブロックに分

け，町が各ブロックに対して財政的支援を行い，こ

れらブロック単位に地域振興が図られてきた.Gは，

これらコミュニティ・ブロック (5集落で構成)を

範囲に設立された集落営農(特定農業法人注 10)) で

ある.

地域は 87戸で構成されるが，このうちの 30戸が

l戸あたり 10万円の均等出資(資本金 300万円)を

行い Gに参加している.不参加となった 57戸の大

半は，高齢化や農地が極めて小規模のため参加を断

念している.Gの経営面積は 12haで，その全てが

コミュニティ・ブロック内からの利用権設定である.

借地の内訳は，社員が 8ha，社員以外が 4haである.

社員 l人当たりでの貸付面積は僅か 27aに過ぎない.

当該地域は，かつて l戸当たり平均で 60a程度の

農地面積を有していた.その農地の多くは，山間地

に位置し農業機械の搬入が困難なものも多いこと

から耕作放棄地化が進み，地域の農地は，町内の中

央を流れる河川周辺や屋敷回りに限られることと

なった.このため現在のような小規模農地保有と

なったのである.こうした状況から，地域の農家に

は， I山が急速に降りてきているJ，Iこれ以上農地

を荒らすことはできないjという強い危機感が共有

されている.

設立の経緯であるが， 1989年に 3集落 (1集落，

K集落， H集落)を範囲に 11地区活性化委員会j

が設けられ，営農だけでなく，生活，福祉までも含

めた活動が進められた.その活動を通じて， 1998 

年に， 3集落の 12戸で，協業方式による任意組織

である Gが結成された.また，同じコミュニティ・

ブロック内の A集落， U集落には 6名によるコンパ

イン収穫と乾燥・調製を行う任意組織のG農園が設

立されていたが，そこは，地域内で最も生産条件が

悪く，経営的に難しい状況にあった.そこで， Gは，

設立直後で、はあったが，地域にある JA保有の育苗

施設と乾燥・調製施設の作業代行を受託しており，

一定の収益を確保できていたこと，また，両組織は，

同じコミュニティ・ブロックに位置していたことか

ら，地域の農業と農村を守るための話し合いを進め，

「これからは5集落を単位に地域の農業を考えてい

かなければならなしリとしサ結論に達し， 2003年 8

月に， GがG農園を吸収し有限会社に移行した.

当該地域の集落営農では農事組合法人が選択さ

れる場合が多いが， G は有限会社を選択している.

その理由は，①地域の農業と農村社会を守るには，

借地が可能な法人化が必要で、ある.②稲作作業は短

期間のため，稲作のみでは，構成員の組織への参加

意欲が向上しにくい.また，稲作収入のみに頼った
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のでは，組織だけでなく地域農業の維持・存続が図

れない.③地域の半数以上の農家が高齢化等を理由

にGに参加していない(できなし、)状況を考慮すれ

ば，地域外を含めた年間雇用により常勤者を確保す

る仕組みが必要である.そのためには，農業以外の

事業展開を図り，収益の拡大が重要であり，農業以

外の事業展開が可能な有限会社が選択されたので

ある.当該地域では，もはや，農事組合法人を選択

できない状況にあったといえよう.

Gの管理運営は 60歳代の 3名が担当しているが，

そのほかに，将来の法人の後継者として， 40歳代の

農外従事者を取締役として確保している.また，県

の新規就農事業を通じて Iターン就農を受け入れ，

従業員 (50歳代)として雇用している.従業員には，

集落の空き家を提供すると共に，労災と雇用保険を

掛けている.

G の事業内容は，水稲が 12.5ha (うち加工米

1. 3ha) ，食用米は全量を地元だけでなく関西方面へ

も社員の親戚等を通じて直接販売している.作業受

託として，育苗 13，000箱，耕起・代かき・田植各

3ha，コンパイン収穫と乾燥・調製 13.5ha，乾燥・

調整のみ 5.0haを実施している.当該地域の農家の

農地面積を考慮すれば， 0は，地域内の大半の農作

業に関与していると推察できる.この他，トマトの

水耕樽栽培 (150樽)を，また， 2005年から畦畔・

法面除草を目的に羊を導入し，年聞を通じて放牧し

ている.さらに，地域の小学校に毎年 2頭を教材と

して貸与するとともに，羊毛は，社員の家族と他地

域からの女性9名で結成されたグ、ルーフ。に無償提供

し，毛刈りイベントの実施や，羊毛をマフラーや

セーターに加工し販売している.これら羊の導入は，

将来の6次産業化に向けた柱のーっと考えられてい

る.

さらに，注目すべきは， 0は，地域の高齢者の外

出支援を行っている点である .0では，車を持たな

い高齢者等の通院や買い物等の外出を所属する市

役所が支援する「高齢者等外出支援サービス事業j

を受託している.その仕組みは，市が送迎用の車を

購入し，旧町庁舎内の車庫に配置し， 0はその車を

利用し運転代行を実施している.利用希望者は 1ヶ

月前に市に希望日と時間を申請し(行き先は市内の

み)， 1 km 10円と 1時間あたり 100円を負担する.

これらの事業に対して，市から G には 1時間 950

円と月額2万円の事務費が支払われる.こうした事

業を受託するには，地元タクシー業界等の同意が必

要だが，利益がほとんど出ないために，手を上げる

業者が地域にはいなかった.これら送迎には，前述

のIターンした従業員が第二種免許を取得し対応し

ている.0は，外出支援事業の収益は大きくないが，

年間雇用を図っていく上で，従業員の重要な就業の

場と位置づけ受託している.このほかに， 0 では，

市から森林公園の管理業務も受託している.

このように， 0は，高齢化が進んだ地域農業の受

け皿として農地や作業の受託を引き受けるだけで

なく，農業所得の拡大を目指して，米の直売，ハウ

ストマト栽培，畦畔管理に導入した羊を使った毛織

物等の 6次産業化を進めている.さらに，組織自ら

が，高齢者の外出支援等の地域社会の維持に直接関

わるだけでなく，それら社会貢献活動を事業化する

ことでで，組織が得る所得を拡大し，組織と地域社

会の維持・存続を図っている.

4 おわりに

以上検討してきたように，集落営農は，北陸，近

畿，中国地域を中心に，集落内に居住する農家の相

互協力の下で，稲作や転作作業の省力化を図りつつ，

手聞をかけずに農地と農村社会を守る仕組みとし

て取り組まれてきた.

しかし， 1999年の食料・農業・農村基本法，特に，

担い手経営新法の成立以降，認定農業者とともに，

一定の要件を満たす集落営農は，地域農業の重要な

担い手として助成対象に位置づけられたことで，全

国展開することとなった.担い手としての展開を政

策的に後押しされる一方で，政策対応的集落営農の

形成や，集落全体の相互協力でで農地と農村を守ろ

うと活動してきた集落営農に「主たる従事者Jの設

置や5年以内の「法人化」が義務づけられたことで，

組織内コンフリクトが発生するなど，政策が目指し

た目指した方向とは異なる「ねじれ」も生じること

となった.

だが，その一方で，集落営農は政策によってこう

した「ねじれJを生じつつも，本稿のように，合併，

多角化や社会貢献事業等への新たな取り組みを通

じて，自らの知恵と工夫で，そうした「ねじれ」を

克服し，環境変化に適応しようとする動きをみるこ

とができる.本稿で、は紙幅の関係で、触れなかったが，
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さらに，集落営農において，製造業の工程管理手法

を取り入れ，徹底的な生産・労務管理の徹底を図っ

たり，農商工連携や 6次産業化に取り組む事例も増

えている.今後， TPP等の国際化にわが国農業が対

応を求められることが懸念される中で，地域農業の

再編・強化を図っていく上でも，これら，農業者の

知恵と工夫で様々な展開を進めている集落営農の

活動や動向に今後とも注目していく必要がある.

注1)農林水産省「集落営農実態調査」では，集落営農を

「集落を単位として農業生産における一部または全部に

ついての共同化・統一化に関する合意の下に実施される営

農(農業機械の所有のみ共同で行う取り組みおよび栽培協

定または用排水の管理の合意のみの取り組みを行うもの

の除く)をいう j とし，概ね集落の過半の農家が参加して

いれば集落営農としている.農業者戸別所得補償制度では，

該当する集落営農として「代表者を定めた規約を作成し，

対象作物について共同販売経理を行っているものjのみ標

記している.また，自治体単位でも集落営農の定義は異

なっている.例えば，富山県では， I水稲基幹 3作業(耕

起・代かき，回植，収穫)について組織が属する集落の

80出以上を行う生産組織j を「集落営農組織」と定義して

いる このように，集落営農の定義は，使用する場面に応

じて様々に異なっているという点に留意する必要がある.

注 2)小林ー「地域農業再編と「集落営農JJ，島根大学農

研報 44，1991 

注 3)小田切f恵美「日本農業の変貌J，~日本の農業 2005 

第 5号 (2013年)

年農業センサス分析 ~，農林統計協会， p 15， 2008 

注 4) 安藤益夫『地域営農集団の新たな展開~，農林統計
協会， P27， 1996 

注 5)H組合の法人化や集落営農聞の連携については，高

橋『多様な農家・組織聞の連携と集落営農の発展~，農林
統計協会， P96， 2001を参照

注 6) 小用県営圃場整備事業組合， ~大地の改造二十五年

のあゆみ~" p19-24， 2002年

注 7)品目横断的経営安定対策では，集落営農に 5つの要

件，①地域の 2/3の農地を集積する目標の策定，②規約

の作成，③経理の一元化，④5年以内の法人化計画の策定，

⑤主たる従事者とその目標所得額の設定を提示し，その形

式的な適応を求めた.こうした要件を提示したのは，対策

が提示された当初，集落営農は認定農業者の補完的な位置

づけで，集落営農は経営体としての安定性が弱く，過渡的

な存在と農政は認識していたためと考えられ， 5年以内の

法人化を求めたのもそうした理由からと推察できる.

注 8)北海道は条件が大きく異なるため，また，東海，四

国は集落営農数が相対的に少ないために除外した.

注 9)特定農業団体とは，農業経営基盤強化法(第 23条)

に位置づけられ，農作業受託により農用地の利用集積を図

る相手方どして農用地利用改善団体により特定農用地利

用規程に位置付けられた任意組織をいう.

注 10)特定農業法人とは，農業経営基盤強化法(第 23条)

に位置づけられ，担い手不足が見込まれる地域において，

地域の農用地面積の過半を集積する相手方として農用地

利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付け

られた法人で，農用地利用改善団体の構成員から農用地を

引き受けるよう依頼があったときは，これに応じる義務を

負うという性格を有する農業生産法人をいう.
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