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米政策改革が集落営農に及ぼす影響とその対応方向

－北陸地域の実態調査を素材にー

高橋明広＊

1. はじめに

わが国の水田農業において担い手の育成及び

その経営発展を図ることは、最も重要な課題で

ある。このことに関して、食料・農業・農村基

本法（以下、新基本法）では、新政策型の「効

率的かつ安定的な農業経営J（第21条）の育成が

植われている。同時に、「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」（同第28条）としている。

このように、新基本法では「効率的かっ安定的

な農業経営」に加えて、集落を基礎とした農業

者の組織（集落営農）等が農業構造施策の対象

として取り上げられ多様な担い手の一形態とし

てその活動を促進すべきとされているのである。

一方、 2004年 1月の食料・農業・農村政策審

議会企画部会を皮切りに「基本計画」の見直し

の論議が進めらたが、そこでは、プロ農業経営

や株式会社等の多様な担い手の育成・発展をど

のように進めていくかという点に大きな焦点が

当てられている。しかし、そうしたプロ農業経

営等の担い手が単独で経営発展を実施するのは

難しい。なぜなら、それら担い手の経営発展を

図る上では、地域的な土地利用調整の実施が求

められるからである。さらに、それらプロ農業

経営のみが農村環境や地域資源の管理を図るこ

とは相対的に困難なだけでなく、単独でそれら

活動を行えば、それにかかる労力やコストは膨

大となろう。そうした問題を解決するためには、

＊中央農業総合研究センター

集落や地域からの協力や支援を得ることが不可

欠である。だが、基本計画の見直しに関する農

林水産省の資料をみる限り、新基本法において

その活動を促進すべきとされた、集落営農につ

いての位置づけや言及は必ずしも明確になされ

ず、むしろ、そこでは、施策の対象となる担い

手の絞り込みや施策の重点化に大きな関心が寄

せられている。

ところで、集落営農は、ーないし複数集落を

範囲に、そこに位置している農家が単独で、実施

していくことが困難になった営農等の諸活動に

関して、その一部又は全部の委託を受けるとと

もに、それらを実施していくために必要な諸資

源（土地、労働、資本）の提供を受けて、各農

家の経済的、非経済的な効用の向上を目的に活

動しているものと捉えることができる。換言す

れば、それは参加農家の私経済的な効用の向上

を図る役割と、地域の水利システムや農地の保

全、農村生活における相E扶助やコミュニティ

の維持等を図る役割を有しており、それらを通

じて、集落営農は、まさに、「地域の農業におけ

る効率的農業生産の確保に資する」（新基本法）

機能を担う組織的な活動を果たしてきたといえ

よう 1）。

これまで、水田農業において、特定の担い手の

みで地域農業が維持できるのかという問題は常

に議論されており、担い手の育成やその発展を

図るためには、担い手とこれら集落営農などの

地域組織との連携や協力関係の構築が不可欠と

いう指摘がなされてきた 2）。これらを踏まえる

ならば、水田農業における担い手育成・発展の

在り方を検討していく上では、再度、こうした

視点での検討を実施していく必要があろう。
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ところで、これら集落営農の活動や集落営農

と担い手の連携 ・協調関係の構築に現時点で具

体的に大きな影響を及ぼそうとしているのが、

2004年4月から本格的に動き始めた「米政策改

革」である。そこで、本稿では、米政策改革が

集落営農に及ぼしている影響について農村現場

の実態を踏まえながら検討し、水田農業におけ

る担い手育成に向けた方向性について論じるこ

ととしたい。なお、分析に当たり、以下では、

集落営農に関する統計資料とあわせて、集落営

農が広範に展開している北陸地域を対象に実施

した農家及び農協における聞き取り調査結果を

用いる。

2.米政策改革の特徴と集落営農の現状

米政策改革では、地域水田農業の 「担い手の

明確化Jが求められている。それら担い手に対

しては、米価下落等による収入減を補填するた

めに「稲作所得基盤確保対策（以下、稲作所得

対策）」の上乗せ措置として「担い手経営安定対

策Jが準備された。その加入対象は、一定の規

模と要件を満たす「認定農業者Jと 「集落型経

営体Jである。

このうち後者の集落型経営体については、 「特

定農業団体」 3）、又は、以下に示す特定農業団

体と同様の要件を満たす組織であるとしている

ぺ すなわち、①定款または規約を有している

こと、②5年以内に法人化する予定であること、

③主たる従事者又はその候補者が将来的に目指

す農業所得が基本構想の目標所得額と整合する

ものであること、④資材等の購入から農産物の

販売及び収益配分に至るまで、組織として一元

的に経営管理を行っていること、⑤将来的に当

該組織が利用集積を図ろうとする農用地の目標

面積が、当該地域内の農用地の 3分の 2以上の

要件を満たすものであることとされている。さ

らに、それらに加えて、組織の構成員の 「水田

経営面積J5）の合計が20ha以上を有しているこ

と、組織として稲作所得対策に加入しているこ

とが求められており、認定農業者と比べて、か

なり厳しい条件が設定されているということが

できる。

このような米政策改革が求める集落型経営体

が現実しうるのかどうかを検討するために、ま

ずは、 「農業構造動態調査地域就業等構造調査

結果の概要集落営農について－Jを利用し、

集落営農の現状とその米政策改革が求めている

要件への適応の可能性について考察することと

する。 2000年11月現在で、全国に集落営農 6)

は9,961組織が存在している。地域別の展開状況

は、北陸地域に20.1%、近畿地域に19.5%、そし

て、中国・四国地域に18.4%と、全国の集落営

農の過半がこれら地域に偏在している

集落営農を組織形態別にみると、その94.6%

は非法人である。また、協業経営体がある集落

営農は17.8%にすぎない（第 1表）。

第 1表 集落営農の組織形態と協業経営の有無（全国）

組

に
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内
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加えて、主たる作目は70%が米であり、また、

範囲は 1集落とするものが80.5%と多く、その

ために稲作を実施する都府県の集落営農の うち

の56.8%は耕地面積が20haに満たない状況にあ

る（第 1図）。

回叫λ上 Sho来満

第 1図 稲作を行う集落営農の耕地面積知l割合

ところで、担い手経営安定対策では、 「水田経

営面積」に関して 「知事特認Jによる面積要件
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の緩和が用意されているが、上述の耕地面積は、

水田や畑等を含めたものであることから、これ

ら特認が用意されていても、「水田経営面積」に

限定された要件を直ちに満たすことが困難な集

落営農は、なお、かなりの割合で存在している

と推察される。また、稲作を行う集落営農につ

いて、その具体的な活動内容をみると、 44%の

組織で土地利用調整が実施されているものの、

認定農業者や農業生産法人等に農地の集積を進

めるなどの土地利用調整まで、行っているものは

9%にすぎず、機械等を共同所有しオベレータ

組織が利用するものが56%、機械等を共同所有

し共同で利用するものが45%を占めている。こ

のことからみて、それら集落営農は、集落内の

農家の補完的な組織としての性格を有するもの

が今日なお多数を占めているといえる。加えて、

それといわば表裏の関係として組織内に認定農

業者がし、ないものは都府県で61%に達している。

すなわち、上述したような、担い手経営安定対

策が求める要件を直ちに充足することが可能な

集落営農は、現時点ではごく一部に限られてい

ることがわかる。換言すれば、それら要件が想

定するものとは質的にかなり異なる組織として

集落営農は展開しているということができる。

3. 北陸地域における米政策改革に対応した集

落営農再編に向けた取り組みの実態

集落営農がこのような性格を持つ中で、先の

集落型経営体の要件設定がいかなる影響を及ぼ

しているかを、全国の中で最も集落営農が厚く

展開している北陸地域の農村現場の実態調査を

素材に検討する。

北陸地域のA農協では、米政策改革を受けて、

地区（支店）単位・集落段階で担い手を明確化

し農地の利用集積を進めること、そして、米政

策改革の担い手対策要件に合致した経営体の形

成を図ることを目的に、第2図に示すような担

い手の育成計画を2003年6月に作成した。そこ

では、地域農業の担い手を、「協業経営」、「共同

利用組織」、「中核農家」の 3つに区分し、それ

らの法人化に向けた取り組みを、 2004～6年をス

テップ1、2008年をステップ2 （達成目標年）

組機宰の形態・規横 ステップ1 ステップ2

法人化（認定農業者）の実行
市·•町a臨調＂陣忽に＂＇められた所得水慣の竃保

協 業 組 織 ｜ 法 人 化 へ の 欄 及 び経由駒駄

共同利用組織 ｜協業組織への誘導及び経宮面積司拡大

ステップ1 ステップ2

現状（平成 14年） 目標＇＇＂＂～ 6写） 目標｛平成2006年｝
組織事の形態・規撹

組織等数 狙い手要件 誘導 組織帯数 担い手彊fキ

認定員集者（法人・20回以ム） 8 達成 『令 > 50 達成

認定S建築審（法人・20Mi以下） 2 ×ー」

皇語 注入組織（地以よ） 2 （条件付造成） 「

任意組織（2臨a以よ） 1 4 （条件付逮成｝ 戸
任意組織（201温以下） 6 ×ー」

認定.集者｛法人・20回以上｝ 新規 育成 3・40 達成

’ト 計 32 24 90 90 

認定震集者｛法人＇＂＂以上｝ 3 x -一
8 x -

任意組織（20回以下｝ 7 × ーー

小計 1 8 。
認定農業者＇＂＂以上｝ 20 達成 「→ 2・37 達成

g中 －…下｝ 2 

その他｛命a以上） 1 5 x ー」

計 37 20 37 37 

合 計 87 44 127 1 2 7 

護主〉τ誌住接誠実~’間テップ2を示す．

第2図 A農協における担い手の育成計画
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に分けて進めようとしている。

具体的には、①既に協業経営体として成立し

ているものについて、法人化と経営規模拡大を

促進する、②機械・施設の共同利用組織を協業

経営に移行するとともに、経営面積を拡大し、

目標年次の2008年までに法人化を目指す、そし

て、③組織化が遅れている集落において集落営

農の組織化を進め、②と同様の取り組みを図る

というものである。このうち、②および③は、

共同利用組織をまずは集落型経営体に引き上げ

る方向である。

2003年時点で、 A農協管内において、担い手

経営安定対策の要件を満たしているものは、中

核農家では過半を越えるが、協業組織、共同利

用組織（合計50組織）では、 8組織 (16%）に

過ぎなかった。また、集落型経営体に関する要

件のうち、上述のような、 5年以内と期間を限

定した法人化の推進や、主たる従事者等が基本

構想の目標所得額と同等以上であることなどに

ついては、共同体的な組織運営原則を有する集

落営農において速やかに実現できるのかという

問題があった。

そこで、 A農協は行政と協力し、協業組織や

共同利用組織が位置している集落に対して農用

地利用改善団体の取得を働きかけ、それら組織

を農用地利用規程に位置づけられた特定農業団

体とすることで、担い手要件への適応を図って

いる。特定農業団体であれば、 5年以内の法人

化や主たる従事者の所得目標等について、直ち

には求められないからである。その結果、農用

地利用改善団体の構成員要件の確保が難しい 1

集落を除き、農用地利用改善団体が設立され、

合わせて、それら協業組織等が特定農業団体と

して認定されるに至った 7)。

ところで、担い手要件を充足するためには、

以上に加えて「水田経営面積J20ha以上 8）が必

要になるが、それら要件の確保が難しい集落営

農であれば、集落外に農地を求めるか、あるい

は、集落内の個別大規模経営等への借地を解消

するかという二者択一的な対応によって「水田

経営面積」を確保する必要に迫られるが、しか

し、それは、個別大規模経営や他組織と競合関

係を生じさせることとなる。また、特定農業団

体は、将来的には農業生産法人への移行9）が求

められるが、そうした取り組みは、共同体的な

運営原則に適応可能かなどの問題をなお残して

いる。

A農協において、こうした問題があるにもか

かわらず、特定農業団体への移行に向けた取り

組みを進めようとしている背景には、明確な将

来展望に基づく戦略的対応というよりも、むし

ろ、政策当局において、特定の経営への施策の

重点化といった議論が進められる中で、「どうい

う方向に進むかわからないが、とりあえず農政

が進めている方向に適応しておくことで、引き

続き施策の対象となりうる受け皿を作っておき

たい（農協担当者談） Jとする考えに基づくもの

である。

4. 担い手要件確保にかかわる集落営農内部の

矛盾の発生

こうした米政策改革における担い手要件への

取得に向けた一律的な対応と、それに伴う矛盾

は、集落営農の運営の中にも現れてきている。

A農協管内のI集落では、大区画圃場整備を契

機に集落全戸（39戸）が参加する集落営農組織

(I営農組合）が1996年に結成された問。そこで

は、集落営農の組織化の過程で、①零細な個別

完結的な営農は行わないこと、②営農継続を希

望する農家は協業経営を結成し、そこに参加す

ること、③協業経営に参加しない農家は全て個

別の借地経営である0経営に農地を貸し付ける

こととし、集落営農の構成員は、 0経営、協業

経営に参加する兼業・高齢農家、及び、農地貸

付世帯の三つの主体に区分されることとなった

（第3図）。

0経営は認定農業者であり、新基本法でいう

「効率かっ安定的な農業経営」としての性格を

持つが、それに対して、協業経営は、営農継続

を希望し生きがい等の営農目的を持つ兼業・高
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宮島組合の土地利用調整を

通じて農協から転貸

< I 

I営農組合
3 9戸 水田 44ha

稲作用機械と水稲育苗

施設を導入しそこLこ主

戸が出資・出役

コンパイン 6長

田植機 8条

乗用管理機貸与

水稲苗供給

労賃・配当

水稲苗委託

機械使用料

出資・出役

〉

富島組合の土地利用

調整を通じて農協から

転貸 15ha

「一一一
｜ コンパイン4条

｜田植機 8条

I トラクヲ一等貸
本稲苗供給

i 労賃

ι旦皇

0経営
（家族経営）

1戸
34ha 

（集落外の借地

約 5ha吉む）

転作委託 、

協 業 経 営
（協業経営）
1 2戸 15ha

l.4ha 

（所有地）

農地貸付世帯
2 6戸 28a

富島継続を希望する

農家を全て組織化

乾

燥

・

調

製

垂

鈍

15ha 

< ' l 一二二二コ
圃場整備と換地の終了後、利用権設定を実施予定（2003年以降）

注 1) 一 一 ー は 集落内の農地の涜れを示している．

注2）圃場整備の農地を順次、富島組合の土地利用調整を通じて、。夜宮と協業経営に配分してい

る.2002年度末に置場整備の換地が終了した後は．農協と利用権を設定し、営農組合による土

地利用調整を経た後に、。経宮と協業組合に配分する予定である．

第3図 I営農組合の組織構造

しかし、米政策改革における担い手経営安定

対策が提示された際、 I営農組合そのものの水田

経営面積は、 0経営への貸付地があることから、

協業経営の15ha分の農地しかなく、その加入要

件を満たしていなかったため、協業経営の構成

員等を中心に、施策の対象にならないという危

機感が生じた。そこで、 I営農組合それ自身が「水

田経営面積」 20haを確保するために、農地貸付

世帯に働きかけ0経営から農地を引き上げる事

態が生じ、それまで重層的な地域農業の組織化

を実現できていた I集落において、農地の確保

をめぐる「個」と「組織Jの競合関係の発生と

いう問題が引き起こされることとなった。

幸い、 A農協が両者の聞に入り、 I集落で農

用地利用改善団体（0経営も含む）を結成し、

I営農組合を当該集落が認める特定農業団体と

すること、水田経営面積を確保するために、 。
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齢農家を構成員とし、生産力の担い手というよ

りも、むしろ、農村景観や地域資源の保全の担

い手である。このように協業経営は、その構成

員の相五扶助が主目的であることから、借地の

拡大を行わないことを表明し、それにより集落

の貸付希望の農地は全て0経営が受託すること

が可能となり、その結果、 0経営の経営面積は、

集落営農参加時の12.5haから2002年時点で；34ha

（集落外も含む）にまで急速に拡大した。

一方、農地貸付世帯は、農家の事情に応じて

農業が再開できるなど、農地を貸してはいるが

完全な離農を前提とはしないとし、う条件11）が提

示されたことで、集落営農に対して出資や出役

などの協力を実施している。このように、 I営農

組合では、異なる営農目的を有する多様な農家

が重層的に連携関係を構築する地域営農システ

ムが形成されていた。



経営が担当していた大豆転作を営農組合で実施

(0経営はオベレータとして出役）すること、

という仲介案を提示し、その結果、 I営農組合

が担い手要件を確保できたことで、両者の競合

関係の発生という問題は、一応、回避された。

一応とし、うのは、近い将来、営農組合そのもの

の法人化等が求められることになる。しかし、

これまで0経営と協業経営が緩やかにかつ重層

的に連携してきた I営農組合において、そうし

た方向は、 0経営においてはその活動への制約

が生じることとなるからである。加えて、 I営

農組合が特定農業法人要件を満たすためには、

当該地域内の農用地の過半以上を集積するとい

う目標設定が求められる。しかし、それは、既

に集落内で借地を拡大している0経営との聞で

農地の確保をめぐる競合関係の発生を伴うなど

の懸念が残るからである。

5. おわりに

新基本法が求めた多様な担い手の育成とは、

様々な目的や機能を有する農家や組織がそれぞ

れの役割を発揮しながら重層的な連携関係を構

築し、それらに依拠しながら、各主体がメリッ

トを享受し、相Eに満足できる仕組みを作るこ

とであろう。こうした取り組みの中から、担い

手となりうる主体の形成や展開に向けた農地の

集積などの支援を引き出すことが可能になる。

すなわち、地域の産業（ビジネス）としての農

業の担い手と、農村環境・景観の保全や農地な

どの地域資源の維持を図る（農業農村の環境保

全的役割）担い手を地域の状況に応じて育成し、

それらの多様な担い手の活動や連携を促進する

ことによって水田農業の維持・発展を図ってい

くことが重要である。いわば、プロ農業経営の

育成と、農業農村の環境保全や農地の有効利用

のそれぞれをいかに両立させていくかが今日間

われているのであり、集落営農もそのような文

脈の中で位置づけられるべきであろう。

これに対して、米政策改革における担い手要

件では、施策の対象となる経営の絞り込みがま

ず検討されている。このため、本稿で検討した

事例にみるように、米政策改革の施行に伴い、

今後、施策の受け皿となることを目指して、本

来、地域資源管理的な役割を期待される組織ま

でもが一律に（ビジネスとしての農業の）担い

手要件の確保を追求しようとするケースが発生

していくことが危倶される。すなわち、担い手

を経営体的性格の経済主体に限定しようとする

政策スタンスそのものが、 I集落のようにこれ

まで個別借地経営と良好な関係を形成していた

集落営農でさへも、集落営農自身が担い手要件

の確保という借地経営と同様の方向を目指すこ

とで農地面積の確保をめぐる対立を発生させ、

その結果として、重層的な地域営農システムに

障害を招くなどの問題も生じさせたと考えられ

る。

担い手育成は重要な課題であり、担い手の育

成・支援に向けた取り組みを進めていく必要が

あることはいうまでもない。また、集落営農に

おいても、それら担い手となりうる要件を備え

たり、あるいは、その要件の確保が可能なもの

については、集落型経営体等への移行を積極的

に進めていくべきである。しかし、集落営農の

活動はまさに多様であり、そこでは、農業生産

の担い手を目指しているものから、地域資源や

農村社会の維持・管理、集落の農家の相互扶助

等を目的としたものまで様々である。その多様

性の意味を改めて問う必要があろう。今日では

ピジネスとしてだけではなく、地域資源管理的

な役割を発揮するという意味での多様な担い手

の育成を農業政策の中で位置づけていくことが

求められているのである。

水田農業において担い手の確保・育成を図っ

ていくためには、地域資源管理等といった役割

を強く有するような集落営農に対しては、それ

らまでもが担い手経営安定対策への適応のみを

一律に求めることのないよう、例えば、地域水

田農業ビジョンにおける産地づくり交付金等を

利用し、畦畔管理や水路清掃等地域資源管理に

対する支援、土地利用調整の実施に対する支援、
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有機農産物の生産や直売の実施に関する支援な

どの多様なメニューを提示することが重要にな

ると考える。それにより、多様な目的を有する

集落営農が、自らの判断でその目的達成に必要

なメニューを選択できる仕組みを設けておく必

要があろう。それらメニューを複数提供するこ

とを通じて、多様な集落営農の目的達成や組織

の継続の支援を図り、集落営農と本来の米政策

改革が目指している担い手となりうる経営・組

織との対立・競合関係の発生等を回避しつつ、

重層的な関係に基づく地域農業の組織化を実現

していくことが求められるといえよう。

米政策改革が本格的に動き出す中、本稿では

北陸地域に限定した考察を実施した。今後は、

他地域も含めた地域条件毎の分析を実施し、そ

の影響を把握していく必要がある。

注

1）集落営農の果たす役割や機能については、

文献［4] p 5～10を参照。

2）これらは、いわゆる「重層的担い手構造」

や「重層的組織化J等として論議されたもの

であり、詳しくは文献［l］、［2］、［3］、［4]

を参照。

3）特定農業団体は、農業経営基盤強化促進法

の改正（2003年）により設けられており、農

用地利用改善団体の構成員からその所有する

農用地について農作業の委託を受けて農用地

の利用の集積を行う団体（第23条4）である。

4）農林水産省、「水田農業構造改革対策実施要

領」

5）なお、水田経営面積とは、市町村の農業委

員会で整備されている農地基本台帳において

現況地目が田の面積の合計である。「水田農

業構造改革対策実施要領」によると、集落型

経営体の水田経営面積に関して物理的な制約

等がある場合には、知事特認による緩和が設

けられている。また、 20ha以上の水田経営面

積からは、一元経理の対象外となる水田は除

くとされている。

6）農林水産省統計’情報部の集落営農の定義は、

［集落を単位として、農業生産過程における

一部又は全部についての共同化・統一化に関

する合意のもとに実施される営農Jのことを

し、う。

7）農用地利用改善団体を結成できない集落で

は、「特定農業団体と同様の要件を満たす」

方向、すなわち、本文 2. の①～⑤を満たす

ことによる対応を検討している。

8）当該地域は、「知事特認」は実施されていな

し、。

9）農業経営基盤強化法第23条4では、「…当

該団体の構成員からその所有する農用地につ

いて農作業の委託を受けて農用地の利用の集

積を行う団体（農業生産法人を除き、農業生

産法人となることが確実であると見込まれる

こと、その他の政令で定める要件に該当する

ものに限る。以下、「特定農業団体」とし、う。）

を、…特定農業団体の同意をえて、農用地利

用規程に定めることができる。 j とあり、特

定農業団体は、将来的な農業生産法人化が確

実であることが求められている。

10) I営農組合の詳細は、文献［4］、第7章を

参照。

11) 農地貸付世帯に対しては、機械の更新時で

ある 5年毎に協業経営への参加が可能として

いる。
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