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農外からの多様な農業参入

一市民に開かれた農業システムの模索-

Various Entry Forms to Farm from the Outside 

-Search for the Citizens Participation Type Farming System -

秋山邦裕*
Kunihiro AKIYAMA 

はじめに

農の f内外jは厚い壁によって鰐確に区切られているのではなく，資本・労働・土地や生産物商品な

どを通して，相互に浸透し合っている。農業分野でも，事業の多角化が進展するにつれて， iJliJこから

川下へ」あるいは iJlI下から川上へj と事業統合の動きが活発化している。襲業経営への参入は制産的

に強固な参入障壁によって阻まれているのではなく，実擦には，いわば穴だらけのスカスカの嬬によっ

て仕切られているに過ぎない。本来，農業への参入障壁は，営利事業が経営的に成立し得ない経済環境

にある，とみるべきであろう。それにもかかわらず，昨今，行政当局やマスコミなどが「農外からの参

入jを強調して宣伝している。「農外から参入J，とくに株式会社など、の大資本が効率的な農業構造への

改革を促進するかのように風潮することはミスリーデ、イングといってよい，と私は考えている。「所有

と経営の分離J を前提とした株式公開企業が農地の権利叡得・利用主体になる改革方向は，その可能性

よりもむしろ危険性の方が大きいと思われる。

本報告では r農外からの参入j について，まず財界からの諸提言および農政の経営政策内容を検討

する。つぎに，財界の提言や国の政策には欠落していて見当たらない f非営利事業・組織」の重要性に

ついて確認し，そのよで，その担い手の形態として「市民に弱かれた農業システムJの可能性について

試論を提示したい。その視点はγ市場社会jを告発したポラニーの警鐘〈ト 10，1 8)におきたい。すなわち，

「労働，土地，資本，貨幣はいずれも販売のために生産されるのではなく，これらを商品視するのはまっ

たくのJ であり，そのため社会の基本的課題は「市場そ社会に謹め込むj可能註を探り，八聞社会の自

己防衛策を講じることである。その具体的方策として，新たな企業形態 (LLC• LLP)の活用，社会的

企業の農開，市民参加型の非営利事業・組織，などについて検討するc

1 .農業経営参入の多様化

( 1 )財界の「農政改革J提言の本質と欠落

「市場主義株式会社万能論」に基づく農業政策は最終段識を迎えている。農政改革の焦点は農地制

度に絞られている。これまでの財界から と農地制度改正の経緯については，拙稿 f株式会社の

参入と農地帯日震Jなど (1 15，25，27，28)を参照して欲しい。

財界からの改革攻勢は当初から農地法に集中していた。例えば，農地法の拠って立つく耕作者主義〉
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の見直しJ(経団連. 1995). 1農地法の役割はすでに終わったJ(経団連. 1997年). 1制麗疲労や不

適応…!日来の理念そのものの晃査しJ(自経調. 2003年). 1株式会社による農地所有についても，阜

急に解禁すべきであるJ(開友会. 2004年). 1農地取得競制そ撤廃し，市場原理そ通して効率のいい

経営に農地を集約J(日経センター. 2004年).といった内容である。こうした諾提言に沿う形で基本

計爾の晃誼し，農地制度の規制援和措置が進められてきた。麓業生産法人の要件綾和は，企業出資など

構成員聾件の緩和(1993年).企業形態要件の緩和，譲渡制限付き株式会社容認 (2000年).認定農

業法人の企業等からの出資上限 (2分の lまで可能)の緩和 (2003年).と相次で実施された。また，

構造改革特区では，リース方式に想定されてはいるが，襲業生産法人以外の法人による農業経営が可能

となった (2003年)。

しかしながら，これで改革は終わったわけではなく. 1市場主義Jの攻勢はさらに続く。最近. I!農政

改革を実現する一世界を舞台にした攻めの農業・農政の展開をめざして_~ (]-4)が発表された。その

概要は，①「新たな農地関違法制の準備が急務J. とくに「能産業・異分野の農業参入者E促進J.②

の構造政策こそが真の担い手政策J.農業団体の再編整備，③「グローバル化への対応を通じ，攻めの

農業・農政を展開J.具体的には FTA推進との関連で外国人農業労働者の受け入れ検討，などである。

この提言は，土地・労働・資本の流動化，世界市場の荒波に，わが国の農業・農村を深々と巻き込もう

という内容だ。こうした方向に，新鋭の若手研究者が同調し，過激な発蓄を続けている。神門 (]-1)は

「食と農の問題の本質は市民の怠慢と無責任であるJ1農地問題こそが農業改革の焦点である。農地流動

化が進めば，農産物の生産コストは半減できるJ1株式会社の農業参入が進めば，株主に外国人がいる

からといって排除はできないはずであるJ1労働者の受け入れは当然の責務であり，その諜，農業は有

力な外国人労働者の就業先となるJ1日本の農を世界に開放しよう…日本農業への外菌資本・外国人労

働者の導入」などと. 1市場経済の競争メカニズム」の信奉者としての心情な率直に述べている0# これ

らの方向は，経済的国境のない世界市場を構築して. i土地・労働・資本Jの提制商品を「開放」する

企てである，といってよいだろう。その結末は，地域固有の伝統文化や地域社会の境乱，ついにはコミュ

ニティの破壊に至る，と予想される。わが留の農業・農村は新世紀における「大転換」の最前練に位霞

づけられているのである。

こうした捷言や政策方向に対して，私は以下の反論を行った (J-14)。①市町村合併を機に，地域の

創意に基づいた基本構想の再構築が不可欠である。②「市場原理jに基づく施策が主流をなし，内外の

市場調整動向lこ施策が傾斜しており，農業経営の主体的活動が埋没している。③非営利事業・程識との

連携が明示されていないために，有効な遊休農地・耕作放棄地対策が不明確である。④農地制度の改革

方向は「株式会社の参入Jなど、の右足上の空識に終わっている。具体的な実態分析に基づいた制度の検討

が不十分である。⑤開放系の農業・農村システムを制度設計することが不可欠である。市民参加盟の検

討が不十分である。セクター間の連携・パートナーシップの形成が求められているにもかかわらず，市

民セクターの検討が欠落している。以上.5点の指捕事項は，今日でも妥当すると思われる。要するに，

課題は解決されずに残っているのである。

(2) r農外」からの農業参入の概要

競制緩和が相次いで実施され. r農外からの参入Jは容易になった。参入事部は増え，実績は伸びて

いるはずだ。しかしながら，その実数は定かではない。宅地利用による施設型経営やコントラクター(作

業受託)型の参入実績は不明である。また，農地を利用する法人の場合でも，農業生産法人に出資する

か，または新たに生産法人を設立するか，構造改革特を互に農業生産法人以外の法人のまま参入するか，

(2) 
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この 2つに分かれる。実数が記議されているのは後者の特区の場合のみであり，前者の実績数値は「農

外」などの区分がなされていないので不明だ。農業生産法人数 (2005年 l月現在)は 7，904法人，そ

のうち株式会社は 120法人である。株式会社形態の農業生産法人で「震外からの参入」に明らかに該

当するもの 40社前後と極めて少ない状況だ。

農業生産法人以外の法人の農業参入状況 (2006年 3Fl現在)は，参入法人数は 156. うち株式会社

80，有限会社 41.NPO等 35.である。業種別では，建設業 57.食品産業 41，その倍 58. となって

いる。また，経蛍類型JjiJでは，野菜 65.米麦等 30.栄樹 24.接合 23.などである。なお，これら参

入法人への農地貸付面積合計は 471.9haである。こうした実績を暗まえて，農林水産省は r21世紀新

農政J(2006年4月)を発表し，国内農業の体質強化の方策として f一般企業等の農業参入法人数を

S年額で 3倍増j という方針を掲げ.5年後の 2010年目標を 500法人と明示した。農林水産省は『一

般企業の農業参入ができるようになりましたj というパンフレットを作成し，経営局構造改善課に「法

人参入支援Jのホームページを開設した。日本アグリビジネスセンターも，一般企業等の農業参入支援

活動を開始した。今後，農地制度の抜本的攻正の検討が開始される。その課題の焦点は「一般企業等の

農業参入法人Jによる農地所有の可否，農地法存廃などであろう。

農業生産法人への出資による参入実績は部分的にしか暁らかにならない。 JA・農地保有合理化法人・

地方自治体などは法人構成員になることができ，そのうえ実質的には出資制般はない。これらは「農業

者以外」という意味では「農外からの参入Jといってよいだろう。その内.JA出資農業生産法人の実数は，

この 5年間で 2倍に増えた (2000年3月60法人.2005年 10月 120法人，谷由信和「担い手酷題

解決のもう一つの道j農業諮問組合新聞.2006年 l月 10日より)。企業や生協などによる出資状況に

ついて，事例報告はあるが，全体の実績は定かではない。マスコミなどでは，大企業等による株式会社

の農業参入そ過熱気味に報道しているが，実績そみる限りでは.JAや地元の中小企業の参入が主流を

占めているのが実態だ。気になるのは，生協出資など市畏参加型の事例が極めて少ない点である。経営

参入の冨的を営利事業に限定するならば，これは止むを得ない結果かもしれない。全国生協を対象とし

た農業法人への出資等の意向調査(142に配布，臣現 77生協. 2002年)(j-23)によれば. i農業法

人への出資」を行っている生協は皆無であり，出資に「関心がある」との回答数は 25生協に過ぎず.r関
心がないJと自答したのは 40生協に及ぶ。 f産車事業Jr産高交流j を実施している生協は 9割に達し

ているが，農業経営への参画・参入意向は低調である。こうした傾向は生協にとどまらず，スーパーや

外食産業でも詞様で、あった(]-)O. ) ]) i取引契約Jを実施している企業は多く.r連携強化」の意向も

多いのだが.r生産法人に出資Jr生産法人に社員出向」といった意拘は低識で、あった。要するに，農業

への参入ルートは多様化したものの，その実績はまだ微弱な動ぎにとどまっている。ただし，農林漁業

金融公庫の?企業の参入意向調査結果J(関西ブロック 146社.2005年 10月調査)によれば.r関心

があるJが4割を超え.r既に参入J従業員参入Jr参入計画Jの合計は 27%に及ぶ。参入理由としては，

f差別化Jr品質 i安全性Jrビジネスとして有望Jなどが高い比率を占めている。今後の農外からの参

入動向によって，それが農業構造改革への影響を与える動きになるかどうかが決まる。

2.農外からの農業経営参入事例と特徴

( 1 )農業参入事例と特徴

農業参入の内容が確定できるのは構造改革特区の実績 (2003年4月-2005年5月)である。農業

分野の特区認定は 133件，そのうち「農業生産法人以外の法人による農業経営」が 71件と過半を占め

(3) 



ている。リース方式による農業への新規参入法人は 107法人，そのうち株式会社が 53企業と約半分

を占め，業種別には建設業が 35法人と約 3分の lそ占めている。その後，改正経営基盤強化法の施行

(2005年9月)により「農業生産法人以外の法人による農業経営jが特区以外でも全国的に可能になった。

前述したように，それまでの特丞を含む全体の実績は 2006年3月時点で 156法人である。参入法人

へのアンケート調査結果が公表された。それによると，借入面積 10ha以上の法人は 5%に過ぎず， 1ha 

未満の法人が過半を占めている。ただし，今後「規模拡大したいj との意向が過半を占め，将来的には

10ha以上が 42%，3-10haが34%，という結果である。参入法人は本格的な農業経嘗そ目指している

といってよいだろう。また，農業部門の経営状況をみると，1赤字Jが6割そ占め， r黒字jは7%に過

ぎない。 NPO法人など，当初から「赤字覚悟」で参入したケースも 2部に及ぶ。まだ i営農開始から

間もなく収支不明Jという法人が 3割あるが，これらも「赤字jが基調で r黒字」状況のところは少

ないものと予想される。聾するに，農業参入の制度は営利追求を暗黙の前提においているものの，実態

的には営利事業が成立している領域は狭く眼定されており，実質的には「労働費等の経費」確保そ主題

的とした非営利事業にとどまっている法人が主流を占めている。なお，株式公顕企業の数は不明である。

大企業の参入事例 (18，9，10，11，29)がセンセーショナルに賞伍されているが，それらはレア・ケー

スといってよい。有名な成功事例は，株式会社ワタミファームによる有機農業(有限会社の生産法人も

設立)，カゴメ・オ 1)ックス共同出資の株式会社による生食用こくみトマト(生産法人による農場は全

罰に 6ケ所)，キリンビール・黄金崎農場共同出資の株式会社・ジ、ャパンポテトによるジャガイモ(シ

ンシア)，メルシャン出資の生産法人によるワイン用ブドウ，などである。

例えば，ワタミファームは既に農業生産法人を設立し，かっ既存の農業生産法人への出資参加を行っ

ているにもかかわらず，さらに f一般法人j として特藍参入を図っているのである。当初の経営規模

は3，2haで、あったが，その後，法人は 4年間で急速な成長を遂げ，現在の規模は 250haに及んでいる。

大企業参入の特徴として，こうした窓速な成長が挙げられる。また，マニュアルに基づく労務審理，企

業的な闘場原価計算，独自の加工・販売ネットワークの構築など，従来の経営管理を革新する手法が導

入されている。また，ワタミグ、ループは「外食事業を営む自らの購買力と，新たに構築する販売力で，

有機・無農薬・滅農薬の農産物を栽培する日本の農家を支援・育成し，日本の農業が根本的に抱える諮

問題の解決に貢献することを目的Jとすると明雷し，かっ γ有機・無農薬・減農薬の農法をE広げるため

に自らがその実設者となってそれら実現ノウハウを持つこと，そして生産活動を通じてできるネット

ワークを拡大するカを持つことにより，農家を育成することの一助になるJとしており，農業事業の使

命感は明確だ。レア・ケースとはいえ，既存の農業経営に与えるインパクトは大きい。今後，こうした

成功事例がどれだけ増えてくるのか，今のところ即断はできない。

(2) r建設帰農」など地元企業参入の動向と課題

中小企業の農業参入の主流は建設業と食品産業で、ある。建設業支援の NPO法人を核にして農業参入

のための研修会や建設業の参入事例報告会などの活動が活発に行われている C:ー 16)。また，企業参入J

「建設帰農jのためのマニュアルが都道府泉(北海道，岩手，広島，島程など)で作成されるなど，農

業への参入捉進策が全国各地で講じられている。建設企業が農業分野へ進出することは，シナジー(栢

乗)効果が労働力科沼，大型機械・輸送手設利用，資金運用などの面で期待できるので比較的?l;易である，

といわれている。建設業の参入実棋は着実に伸びている。ただし，建設業の賃金水準が農業雇用労賃の

2倍であるために，この賃金格差を克服することが課題となっている。この課題を克服する方向として，

徹ました施設装備・競模拡大，事業の多角化，新規事業の開発・導入などが各地で検討されている。例

(4) 
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えば，酪農への参入事例では，異業種からの参入とはいえ，一挙にメガ・ファームに発展する可能性が

うかがえるいーへマニュアル化の徹底(作業・労務管翠，闘体管理など)が違和感なく導入され，混

合銅料 (TMR)の積極的な活用などにより，急速に多頭化・大規模イとが図られている。熊本の建設業

が酪農経営に参入した有限会社Mファームの事前では， 2001年の当初 60頭規模から開始して赤字経

営で、あったものが，全国のメガ・フアーム視察そ契機に，施設装備充実より規模拡大を関り，現在，経

産牛 450頭，肉用繁殖牛 80頭という県内トップの競模の経営体に成長している。

また，今後， e治体.jA以外による市民農閣の罷設が全底的に認められることにより，牧場経営の

多角化の一環として「滞在型市民農闘」や?農園付き別荘」の提供を行う企業も出てくるであろう。牧

場を核にした農業公爵を開設する企業が新たに生まれる可能性があるじi)。さらには，農地取得の下

強面積が全国的に緩和されたので，滞寵施設や農業公閣の鱗接地に小規模農闘分譲のビジネスを展開

することも可能である。なお，日本では諮農教育ファームは個人牧場が約 8割と主流を占める。だが，

先進地のイギ、リスやフランスでは，コマーシヤルタイプの大規模農場による教育ファームが多数展開し

ている。わが国でも，そうしたタイプが展開する素地ができた。農業を核にした新たな地域産業クラス

ター形成の可能が広がっている，といってよいだろう。

ちなみに，鹿児島県における参入事例も建設業の主流の鎖向が顕著である。鹿児島県では，現在，農

業の構造改革特註が 5地区で実施され， 5地区に 21法人(うち株式会社 11法人)が参入して農業を行っ

ている。特区によって活用されている農地雷積は合計 24.9ha(2005年 5月末)に及ぶ。今後，特区

の利用面積は年々増加する予定である。参入企業は，ほとんど、地元の中小企業で、あり，建設業が約半分

を占め，その{告は食品加工メーカー，不動産業なとである。なお，特誌参入法人の事例をみると，農業

生産法人の資格を有する法人も多い。例えば、，加吉田市の特B:では，当初，地元の農協は直営の形で参

入したが，その後，農協出資の農業生産法人による運営に変わっている。また，西之表市の特区では，

τ酒造株式会社が直接参入しているが，この会社の出資による農業生産法人が 2003年に設立されて，

特区外の農地を 8.0ha借入して焼酎原料の生産を行っている。潤様に， N工業株式会社も，すでに農業

生産法人を設立して T瀧造へ焼酎原料を供給しているのだが，特症には株式会社のまま直接参入を行っ

ているのである。聾するに，実態として農業生産法人の設立は容易であり，一殻法人と生産法人との併

用事例も多いのである。

今後，農地リース方式の全閤展開が進展するに伴い，参入法人から農地所有への要望も出てくるかも

しれない。しかしながら，実態からすると農業生産法人を併設すれば，その要望は制度改正を行わなく

ても実現可能である。そのため，地元のー殻法人からは農地所有の要望はほとんどない。また，一般法

人の無制躍な農地所有の容認は欧米にも例がない。それにもかかわらず，一般法人の「農地所有容認」

に規制緩和の議論が集中しているのは観念的で，危険な方舟だといってよいだろう。その本質的意図は

農地法の廃棄にあるとみるべきだろう O 建設業などの地元の農業参入企業が，こうした規制緩和の風潮

に巻き込まれる可能性は否定できない。そうした流れを避けるためにも，農業参入企業の社会的ガパナ

ンス，社会的賞告 (CSR)あるいは社会的使命などを揖い続けていくことが，今後の重要な課題だ。社

会的使命や毘的を明確にした，いわば「社会的革新(ソーシャル・イノベーション:SI)Jのプロセス

に参入企業を巻き込んでいくことが池域的課題といってよい。

(3)市民参加の農業システムは弱体

市民参加型の参入形態は，主に農業生産法人への出資と NPO法人とに分かれる。企業参入に代議し

得るような市民参加型のピジネス・モデルはまだ弱体であり，点としての事例的な紹介にとどまらざる
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を得ない。なお，市民参加型の受け組として， JA出資農業生産法人や市町村農業公社などれー 12，20，

-9，15)も考えられるが，そのような実態は見当たらない。以下，今後のモデルになりそうな事部の概

要をまとめておこう。

出資参加の毒事例は少ない。例えば，市民出資型農業生産法人の例としては，神奈川県相模原市の有限

会社・青空農園(I 22，23，24)が有名である。当初，都市農業地域の専業経営を守るために，多様な地

域住民がボランティアで支援を行っていた。農業生産法人への消費者の出資参加が可能になったのを契

機に，農業者と鴻費者の出資によって有限会社が設立され，有機農業を中心に「青空体験教室Jなど多

様な事業を展開している。ちなみに，出資者の 1級建築士は 2ヶ月以上の農業従事実績により農業者

として認められ，いまでは消費者出資の枠から外れている。その「転換jの分を消費者出資の増資に当て，

法人の資本金は徐々に増加している。こうした展開を捉進するために，相模原市は「新都市農業部出特豆j

を申請して認可を受けた。産業創造センター・地元JA営農センター，高工会議所などが推進主体になっ

て，農業振興地域 731haそ対象に「産誼レストランJi法人・倍人の農業新規参入促進(ステップアッ

プ市民農欝)Ji異業種連携・産学連携の促進Ji環境保全型農業の位進」などを実施し， 30ha程度の

農業公闘そ挺点として造成する計画である。

また， NPO法人の事例では，北海道B&B協会が興味深い「農地トラスト運動」の取り組みを行って

いる。アメリカのコミュニティー・サボーティド・アグリカルチャー (CSA)の運動は日本の産直運動

を改良したものだが， B&B協会の「農地トラスト運動Jはそれに良く似た活動向容である。協会が消

費者から基金そ募り，支援をする経営に研修受け入れ費用者E先払いする。農業研修生は協会の支援を受

けて，無料で援農を兼ねて受け入れf経営に 3ヶ月以上滞在して農業を行う。潟費者は基金出資分につい

て農産物で還元を受ける。要するに，この運動は農産物代金そ先手ムいすることで特定した経営を資金的

に支援するとともに，農業研修生を送り込み，労力的にも応援しているのである。さらに運動を進展さ

せるために，特B:申請が行われ， NPO法人が倍入した農地・農場で消費者負担そ明確にした農地保全・

担い手対策を推進する予定だ。しかしながら，一般的には NPO法人の財政基盤は脆弱である。こうし

た運動が全国に波及していく条件が整っているとはいえない状況だ。

3. r開放系J農業システムの可能性一社会的企業の日本瓶は可能か?-

「開放系」の農業システムについて，企業の農業参入が突出して注目を集めている。実態をみても，

大企業の参入は量的には少ないケースで、はあっても，そのインパクトは大きい。量的には建設業等の地

元の中小企業参入事例が主流そ占めている。基本的課題として設定した「市場を社会埋め込むJための

具体的方向や市民参加型のビジネス・モデルを探るために，欽米において展潤している社会的企業に注

目するとともに，新会社法で新たに設定された日本版LLC• LLPの適用可能性および改正・施行される

予定の公益法人制度について，検訴しておきたい。

(1)注堕される社会的企業の震関

社会的企業とは，利潤追求をベースにするのではなく，社会的課題の解決を使命として明確にした革

新的事業体であるはー 1，2，i， 8)。法人組織の形態は営利・非営科を問わないので，株式会社も含まれる。

社会的目擦を設定した社会的企業はビジネスによる事業を収入滋としており，社会的所有そ基礎に展開

している。社会的企業の事業体には，市場性の高い一般企業の CSRから市場性の低い事業製NPOまで，

多様な組識形態がみられる。社会志向型企業の中核には協間組合などが位量づけられている。これらの

組織形態が組み合わせられて，事業を麗閲しているケースも多い。要するに，社会的企業の要件は，社
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会性，事業性，革新性，以上の 3点である。

イギリス政府は社会的企業を積極的に支援する政策を進めている。通商産業省の中に社会的企業局が

設寵 (2001 され， 8つのワーキンググループが設けられ， !社会的企業:成功のための戦略J(2002 

年)が策定された。イギリスにおける具体的な事業形態には，コミュニティ・ビジネス，ソーシャル・

ファーム，従業員所有会社，媒介的労働市場会社，ソーシャル・ビジネス，などがあるという。 1970

年代以降，こうした競争至上主義の市場経済システムを補完するための社会システム構築の試みが欧米

各国に広がっている。さらに，近年，各国で法的整備が進められつつあり，社会的協同総合法J(イタ

1)ア， 1991年)を先駆に， i社会的共通利益協同組合法(フランス， 2002年)， iコミュニティ利益

会社法 (CIC)~ (イギリス， 2004年)などが制定された。こうしたt世界の潮流に，わが国の会社法改正，

公益法人改革も対応すべきであった。しかしながら，後にみるように，その内容は不十分なものであっ

た。今後，社会的企業の活用が可能になるかどうかは，市民的運動の発展・成熟の度合いにかかっている。

さて，こうした社会的企業の展開と農業・農村はどのようにかかわっているのか，イギリスのコミュ

ニティ・ピジネスでシティファームを経営している事例(ト3)そ紹介しておこう。ウインドミルヒルの

シティファームは 1976年に開設され，地域金畏が運営委員会主E設寵してチャリティー登録を行った。

現世， 2haの農場には多様な中小家畜が飼われ， {主民用護闘が 50家族分設置され，コミュニティ・ガー

デン(共同農園)も造成された。このファームは地域のオアシス，農や会を学ぶ場となっている。カフェ

や生産物販売のお脂が設けられ，さらに職業訓練のコースには学びに場，社交場などがある。スタッフ

は34人である(フルタイム 11人，パート 13人，臨時職員 10人)。事業の支出は主に人件費で占め

られる。事業収入の内訳をみると，各謹補助金(社会保障，レジャーサービス，生涯教育)が約半分を

占めるが，企業・トラストからの寄付・イベント収入と商品販売・活動収入がそれぞれ 4分の lとなっ

ている。

日本でも，一般市民が農業に参入する樟援は低くなる。従来，農業を開始するためには，農地を最低

20 ~ 50 a取得(借地または所有)しなければならなかった。地域の状況に誌じて，このハードルが

1 Oa ~こまで、緩和可能になった。今後，農業参入障震が低くなると，多くの市民が農業者として農地を利

用してガーデニングや家庭菜璽そ行うようになるだろう。農業生産法人の事業要件も緩和され，農作業

体験施設の運営や民宿業なとが可能になる。農業・農村分野において，日本では社会的企業の制度は整つ

てはいないが，社会的使命・目的を明確に掲げた経営事業活動は可能である。

昨年の九州農業自警では 「多様なJ農業法人の事例を紹介している。そのうちのひとつが鹿児島黒

川辺町の集落盟jA出資参加法人・農事組合法人「どんどんフアーム告殿j だ。この法人は鹿児島県に

おける特定農業法人第 l号(2005年 5Fl)である。これは，地域の農地を集積利用していく経営として，

集落から合意を得た法人である。将来的には，法人に集落の水田の過半そ集積する予定だ。今後，法人

が米や乾燥納Eや発酵食品などの農産加工・販売事業を拡充・強化していくという。こうした特定農業

法人は社会的企業の主な要件を満たしているといってよいだろう。今後の課題は，社会的革新を担う人

材確保，社会的使命・目的を明確にしたマネジメントの確立，その達成度合いによる評価，などとみる

べきであろう。農政の評価基準は規模，所得水準，農地涜動化率などに設定されているが，これは形式

的で皮拐なものに思える。

(2)新制度 LLC・LLPへの布民参加の可能性 (1-2，17，11-5，6) 

新会社法の制定に伴い，有盟会社が株式会社へ統合され，新たに LLCが創設された。これは，全員

一致の意思決定，所有と経営の一致を原良IJとした人的会社である。消費者などが LLCの農業生産法人
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に出資した場合，この原真IJに従って経営に参画することとなる。なお，集落営農の組織化では LLPが

注目されている。 LLPには法人格はないが， LLCと同様の原良Ijの下に運営される。新会社法による LLC

やLLPの創設などにこれまでのいわば「株式会社万能論jに対する「揺り戻し現象jがみられる。物(資

金・施設)よりも人(自由度・記業力)を重視する時代が裂来し，所有と経営の一致Jによる自治が

重んじられる。

アメリカの例を概観してみよう。周知のように，アメリカは農産物輸出大臨だ。農場は大規模である。

だが， 2002年センサスによれば，家族経営とパートナーシップが主流(農場数92.1%，臨積 66.6%)

であり，企業農場の比率は意外に低い。企業農場のほとんどが家族所有企業であり，非家族所有の企業

は農場数の1.0%，農地の 3.1%を占めるに過ぎない。パススルー税制が導入 (1998年〉されてから，

LLCが増えている。 LLCは全員一致の意思決定，所有と経営の一致そ原則とした人的会社法人だ。パス

スルー税制とは，法人税または構成員諜税を選択できる方式だ。 2002年のデータでは，農業の LLC数

は25，569，平均人数 3.2人，合計利益マイナス 8.2億ドル，となっている。つまり，多くの LLCは舗かっ

ていないが，構成員課税の選択によって，構成員は欠損分(単純計算では構成員 1人当たり約 1万ドル)

を所得税課税額から控除する方法で節税に利用している，と捻測できる。農業経営を支援・運営するた

めに，いわば「利他的行為」として LLCに出資し，その事業が赤字決算であっても，構成員はそれを

節税対策によって「自己科益的行為J~こ変換できるのである。また，パートナーシップの無眼翼任構成

長を罷かなければならないという簡題点を解泊するために， LLPが制度化(1990年代に各州)された

が，その数は多くはない。ただし， CSAという「地域が支援する農業jでLLPの活用事前があるという。

CSAは自本の生議産車をモデルに普及した運動だ。具体的には，治費者が農産物代金の前払いによって

資金的に農場を支譲する方法などが取られている。アメリカ版産高は， LLP活用によって消費者の経営

参加による新たな展開そ遂げつつある。

2006年春から有限会社法が廃止され，新設はできない。現在，農業法人で最も多い形が選択肢から

消える。それに代わるのは株式会社だけではない。今後，わが国の農業でも，鶴設された LLCやLLP

を活用した参画・連携システムを早急に検訴すべきだ。農業者・消費者・企業などが「多様なJ選択肢

の活用を競う時代が到来した。これを機会に，市民参加を戦略的に位置づけた了集落営農」法ノ¥や jA

出資法人などの新たな展開な期待したい。なお わが国で施行される新会社法に基づく LLCは法人課

税であり，パススルー税制は LLPに導入された。今後，欧米のように LLCにも税制の選択権を与える

かどうか，検討が続けられる。市民参加による多様な事業展開を促進するために，税制覇から「利強的

行為jを「自己利益的行為jに変換するシステムの構築を望みたい。

(3)新公益法人制度と市民参加システムの課題 (1-2，3， Iト 9，14)

民法制定(1896年)以来，初めての公益法人制度の抜本的改革が行われる。改革関連3法(一般社団・

財間法人法，公益法人認定法，関係法律整備法)が 2006年5丹に成立し， 3年後の 2008年末から施

行される。新たな制度では，公益法人が2階建てに豆分され，ー識には一般法人， 2暗には認定を受け

た公益法人，という構成となる。公益法人認定法の第 1条には「畏慣の臼体が自発的に行う公益を目的

とする事業の実施が公設増進のために重要となっている…もって公益の増進及び活力ある社会実現に資

することを目的とする」と明記されている。しかしながら，民間の田体」が自発的に行う領域は狭く

眼定されてしまった。認定を受けられなければ， 1優遇税制の思恵は受けられないのである。公益性を判

断する主な認定基準が示されているが，その詳細は明らかではない。なお，需産保有規制がなくなった。

設立の資金・基金は社団では不要，財団でも 300万円以上なので，法人の設立は容易になった。
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こうした制度改正に伴い，現者の公益法人，農業公社(都道府県，市町村)は，今後の移行期間中(施

行から 5年間， 2013年まで現行割産で活動可能)に制度選択の対応を追られる。選択肢は多岐にわた

る。まず，公益認定を受ける方向での検討が必要である。しかし，それが厨難であると判断された場合

には， NPO法人を新設して事業譲渡をするか，優遇税制のメリットが受けられなくなっても一般社団・

財酷法人にとどまるか，あるいは早急に営利法人への転換を進めるか，最後には事業を中止して法人そ

解散するか，これらのどのルートを歩むかを選択しなければならない。

なお， NPO法人は現行のまま存続する。 NPO法人は急速に増大し続けており，その数は 25，682法

人 (2006年 2丹末現在〉に達する。ただし，非収益事業の非課税措置を受けられる認設法人は 2，104

法人，税制上の優遇措置などが受けられる認定法人は 40法人に過ぎない状況だ。認定の要件はパフ、リッ

クサポートテスト(特総収入に占める寄付金の割合が供措置で 2割以上，本則では 3分の1)などである。

2006年度の税制改正では， 2008年 3月米まで特例措置の延長，行政補勃金・社員会費などを寄付と

伺等の扱いにするなど，パブリックサポートテストの要件が緩和された。しかしながら，認定法人が急

速に増えるという状況ではない。このように認証や認定の要件が厳しい状況が続けば，税制や寄付金の

優遇措置を受けるために，今後， NPO法人から公益認定法人への移行が諜題となってくると予想される。

要するに，市民参加による多様な事業展開を{足進するために，税制面から「利他的行為J を「自己利

益的行為」に変換するシステムの構築は公益法人改革で、も不十分な状況にとどまっている。

さて，農業・農村分野では，市町村農業公社の今後の行方が開題である。市町村農業公社は公益法人

である。しかしながら，市町村という行政単位に活動領域が眼定され，かつ行政主導の公社が多い。そ

のため， i不特定多数人の利益を追求するJという公益の定義からすると，市町村の公社は適格性が疑

わしい，と指摘されていた。さらには!民間団体」の参加はまれであり，その自発性も乏しい。すな

わち，今後，市町村農業公社は公益認定を受けられるかどうかわからない。むしろ，不認定の可能性が

高い，とみてよいだろう。一般の法人として存続するのか，解散するのか，それとも移行期間中に転換

を関るのか，どのような方向をたどるのだろうかつ

ところで，経営基操強化法の改正 (2005年9月施行)により，農地保有合理化法人の位置付けが強

化され，農業生産法人経営支護出資事業が実施段階に入った。この事業は，従来の農地の現物出資に加

えて，生産法人への金銭出資を行うものであり，その出資持分は 15年以内に構成員に分割譲渡される。

つまり，これは出資とはいえ，実態的には無利子の長期資金貸付と同じだ。この資金は全臨農地保有合

理化協会 7害IJ.金融機関 3割，といった形で調達され，協会分については地方自治体が損失補填措置

をとらなければならない。農地保有合理化法人 (2006年 4月 1日現在都道府県公社 47，市町村公

社 160，農協 386，市町村 18)がその事業主体だ。金銭出資だけにとどまらず，さらに企業等農業参

入支援加速リース事業 (2007~ 2010年度)が開姶される。これは農業公社が機械施設を導入(一般

事業では公社負担分そ無利子資金貸付，さらに特例では国からの交付金2分の l以内)して，それを

農業参入法人等ヘリースする事業である。

こうした農地保有合理化法人の強化策は，市町村公社の f第2行政機関」としての性格を強め，その

結果， r不特定多数jの市畏・住民に開かれた公社という公益的性格から一層遠ざかる方向である。公

社の公益的性格を強めるには，市民によるサポートが不可欠である。その具体的方策を提示できるかど

うかが，地域公社の将来方向者E決めるカギといってよいだろう。公社の事業は農業に漉定せず，新たな

鑓命・目的を掲げて，市民・住民参加のシステムを構築していくことが課題である。地域公社の多様な

非営利・公益事業の具体的展開方向は，椀えば地域コミュニティの再金，農村空間全体を活用した人種

(9) 



再生，農村の暮らし創造など，になるであろう。

4.まとめにかえて一関かれた農業システムの課題一

市場は経済社会にとって不可欠だ。地域社会や世界は市場を還してつながっている。しかしながら，

規制のない自由な市場が資源配分を適正に諜整し，市場をめぐる競争が自動的に産業を調整する，とい

う「市場原理主義jは特殊な思想といってよい。市場は地域コミュニティを破壊することはあっても，

それを再生・創造することはあり得ない。ドラッカーは『ネクスト・ソサエティJという著書で「政府

の力ではコミュニティの需題は解決できないJr今日われわれに課された課題は…コミュニティを創造

することである r社会セクター，すなわち非政府であり非営利である NPOだけが…コミュニティそ創

造することができるJ(ll-I 1) と述べている。 21世紀の課題は経済よりも社会にある。市場に人聞社

会が翻弄される時代に終わりを告げ.r市場を社会に埋め込むj ことによってこそ地域社会の再生，都市・

農村におけるコミュニティの創造が可能になる。

本報告では，農外からの多様な農業参入について，事部を含めてその概護者E示した。規制緩和に伴い，

参入ルートは多様化した。大企業，株式会社の参入は稀なケースにとどまっている。地元企業を含め，

農外資本の農業参入が農業構造の改革につながるかどうか，即断は避けなければならない。過度の期待

を持つのは誤りであろうが，露外から参入した法人の中には急速な成長を遂げている法人の事例もみら

れる。今後の展開を注視しなければならない。ただし，領域を営利事業に限定すると，農業への参入に

は隈界がある。 JA出資法人や集落単位の農業法人などが，今後，欧米の社会的企業モデルを参考にして，

農業・農村分野に応用・活用していくことが課題となってくるであろう。

市民参加の事訓は少なく，日本では欧米のような社会的企業の震関も未成熟であり，市民参加型のビ

ジネス・モデルを提示できない状況だ。今後. r所有と経営の一致」を原聞とした LLC・LLPなど尋庁た

に創設された企業形態を活沼することが望まれる。また，市民参加による非営利・公益的事業展需のた

めには，新たな公益法人制度への対応が不可欠で、ある。今後，コミュニティ再生などの社会的課題のた

めの模索的実践が続くであろう。市民参加者E促進するひとつの手段として，欧米並みの「手当他的行為J

を「自己利益的行為Jに変換するシステムを制度攻革の詣では構築していくことが必要である。農業・

農村分野では，営利事業の領域は狭く，非営利の領域9割以上を占める状況だ。それにもかかわらず，

非営利領域への対応が遅れている。また，研究分野でも非営利・公益事業に関する研究蓄積が乏しいよ

うにj君、われる。非営利と関連させた多様な企業形態の活爵，社会的使命.B的の設定，非嘗利のマネジ

メント・評価手法，ソーシャル・イノベーターの人材確保・養成など、の研究課題がほとんど手付かずの

状態で放寵されたままになっている。今後の農業・農村の行方は，非営利・公益領域への参入ルートが

どのように準備・実接されるかどうかにかかっている，と私は考えている。

なお，紙数割程の欝係で，コミュニティ基金など資金的参入形態，都市・農村地域の具体的事業内容

(滞説型市畏農園，農業公園，優良田園住宅，由薗公社など).などについては割愛した。また，本報告

を補うために，扮稿 f農業経営の展望J[1日本の農業JlNO.239. 2006年 3月，を参照して欲しい。
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