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宮崎県中山間地域における集落営農の成立要因と課題

村上常道*・山本直之付.狩野秀之付・甲斐重貴付・西脇亜也付

(*宮崎大学大学院農学工学総合研究科・帥宮崎大学)

The problems and directionality ofthe group farming in the hilly and mountainous areas in Miyazaki Prefecture 

(Nobumichi MURAKAMI， Naoyuki YAMAMOTO， Hideyuki KANO， Shigetaka KAI， Aya NISHIWAKI) 

I 背景と目的

全国的な集落営農の取組みにおいて，中山間地

域と平里子部では，営農環境の違し、から差異がみら

れる。すなわち，一般に中山間地域では，平野部

で行われている農地集積と大規模化によって経営

の効率化を実現することは難しい。

そのため，中園地方中山間地域の先進事例注 1)

では，稲作の効率化だけでなく，新品目の産地化

や加工・販売など経営の多角化，農村交流，他組

織との連携などの取組み注 2)が行われている。

一方，宮崎県中山間地域では，地形がより急峻

でかつ基盤条件が悪いこと，もともと水稲への依

存度が相対的に低く，畑作や畜産が中心の作目構

成であることなどから，水田の水管理を核とした

集落営農の設立が進まなかった。事実，平成 17

年までは 1例も無かった。しかしながら，近年，

宮崎県中山間地域においても集落営農の取組みが

萌芽的にみられる。それは，高齢化や担い手不足

が作自に関係なく進行していることはもとより，

これら集落では，集落営農への「誘因Jが「貢献」

をk回っている花3にあるいは上回るための働き

かけが生じていることを意味している。

では I誘因」が「貢献Jを上回るために，同地

域において何がポイントになると考えられるか。

1つは，宮崎県中山間地域において， I合意形成

の素地」を持つ集落が多いことである。具体的に

は，ゆいのような相互扶助の伝統のほか，自治公

民館活動が行われている地域や夜神楽等の伝統芸

能を持つ集落が多く存在する。これらは当然なが

ら，集落営農の設立にプラスに働き，農地の保全

等の社会的「誘因j を，労働出役など参加農家の

「貢献」より相対的に高めることが予想される。

また，前述した通り同地域では水稲への依存度

が低く，それ故，都市・農村交流や特産品開発等

の取組みが重要になってくる。ここで仮に，合意

形成の素地が出来ていることにより，労働面のみ

ならず，これら事業の推進や集落全体の収益性に

までプラスに働くとすれば， I誘因」をさらに高く

することになる。

以上の問題認識から，本稿では，宮崎県中山間

地域の集落が持つ「合意形成の素地」が，交流事

業や特産品開発，農家聞の連携等に対してどのよ

うに寄与しているのかを明らかにすることを目的

とする。具体的には，集務営農の設立時と運営時

に分け，どのような場面において合意形成の素地

がプラスに働いたか，言い換えれば，プラスに働

くために各集落において如何なる工夫を行ったか

をみていく。併せて各集落の収支状況も整理する。

以上を通して，宮崎県中山間地域における集落

営農の成立要因を明らかにするとともに，成立の

ための課題を整理する。

注 1)先進事例は，橋本[2]を参照。

注 2)組織関連携の研究は，高橋[3]を参照。
注 3)I誘因」と「貢献」の関係について，バーナード[1]

は， I誘因」が「貢献Jを上回っていることを組
織存続の用件としている。なお高橋[3]は集落営

農の存続用件として，これを援用している。

E 方法

調査の対象は，宮崎県北商部の東臼杵南部地域

における，山間地域のA，Bと中間地域のCの3

つの集落営農組織とする。これらを対象とした理

由は，いずれも設立後 5年前後を経過し，明確な

設立目的のもとに事業を推進していること，また，



合意形成のための何らかの枠組みを持っとともに，

水稲の受託以外の事業も行っていることにある。

ただし，具体的な事業内容は異なる。すなわち，

Aは宮崎県で唯一，農村交流を主体とした取組み

の事例 Bは非農家の労働力を作業受託組織に取

り込んだ事例 Cは畜産農家との連携・特産品開

発を主体とした事例である。

これら集落営農組織において，合意形成の素地

の特徴ど設立の経緯，合意形成と担い手確保・諸

事業との関連，またそのための工夫等を明らかに

し，宮崎県中山間地域の集落営農の成立要因並び

に課題について考察する。

直結果及び考察

1 調査地域の概要
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調査対象のA ・B'Cの3組織は，それぞれ東

臼杵南部地域の椎葉村・諸塚村・美郷町にあり，

3町村合計の耕地面積は， 1，704ha(回 1，050ha，畑

656ha)である。水稲や畜産の他，標高差があるた

め，多種多様な園芸品目，林産物であるシイタケ

も盛んである。また，人口の 16%が農業従事者で

あり，基幹的農業従事者はその 24%の3，608人，

65歳未満に限れば7%の 1，202人である。

第 1表に，調査対象の 3組織の概要を示した。

第 1表各組織の概要

A組織 B組織 C組織

設立目的
0永続的な営農環境の構築 0茶生産の健全化 0永続的な営農環境の構築

0農村交流等による集落活性化 0担い手の確保 0新収益品目の開発

設立年月 平成 19年 3月 平成 18年 3月 平成 20年 7月

組織形態 任意組織 任意組織 任意組織

集落農地面積 水田 8.3ha，畑I.3ha 水田 5.9ha，畑 2.0ha，茶園 5.2ha 水田 35.0haヲ畑 9.0ha
構成員数 20戸 54戸 86戸

専業農家戸数 5戸 11戸 20戸

兼業農家戸数 15戸 29戸 52戸

非農家数戸数 14戸 14戸

受託組織 1階の合意形成組織と 体 受託作業班 受託作業班

オヘaレート数等
集落全20戸 78名 オペレータ-24名 作業受託班 24名

(機械利用組合のオヘeレートは4名) (設立時は 19名) 共同防除草圧54名

0都市・農村交流 0作業受託(H21年度実績) 。作業受託(H21年度実綴)

(ソパづくり体験・自然探検等) 茶(茶摘み 58.5a，整枝 310a， 水稲(耕起 410a・田植 620a・刈取 710a・共同防除 350a)
取組み 0共同作業(H20年度実績) 中刈 81.5a，防除 359.5a， wcs用稲(田植 131a)，ナタネ(播種・刈取 97a)
内容 ソパ(農村交流用 35.6a)') 草刈施肥 10a) イ灯7ン(播種32.4a)

大麦(豆t番(播種・管理・刈取69a)61a))i〉 0水竹稲林(田管植理(3間Oa伐)lOa) 
0ヤギによる草管理，最観づくり，生乳製品の開発

種・管理・刈取 l 0ナタネ油を利用した新製品開発

労賃 1，500円/半日
男性 7500円/日 8，500円/日

女性 6，000円/日 (機械持出の場合は 1，500円追加)

資料 各組織の総会資料，及び聞き取りによる。

注 1)刈取りに関しては，機械利用組合より収穫機を借用して対応。

2 A組織の事例

( 1 )組織概要と設立の経緯

A組織は，農村交流を主体とした集落営農の取

組みである。集落は山あいにあり，水田 8.3ha，:J:fJl 

1.3ha，構成員は集落の全 20戸が参加している。

当集務は農家の約 64%が 60歳以下で，なおかつ

広域の機械利用組合のオベレータ-4名全員がこ

の集落居住者であるなど，担い手は他の中山間地

域と比べれば恵まれている。

一方， A組織の合意形成の素地としては，月 1

回開催される自治会である。ここでは集落のあら

ゆる問題について話し合いが行われる。また， Iか

てーり j と呼ばれる農作業を中心とした相互扶助

の伝統が残っている。車且織設立のきっかけは，集

落の 1戸の農家が病気療養のため営農できなくな

り Iかてーり Jで対応する必要が生じたことであ

る。また，関係機関の働きかけや，将来への営農

継続に不安を抱いている農家が多いことがアンケ

ートより判明したことも影響している。そこで平

成 19年に「集落ぐるみ型」の集落営農として設立

された。なお元々，中山間地域等直接支払制度の

集落協定単位でもある。

(2)合意形成と諸事業との関連

合意形成の素地である自治会やかてーりの伝統

が，集落営農の諸事業の推進にどのような寄与し

ているのだろうか。
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取組み内容は，都市・農村交流(ソパ打ち体験・

自然探検等)の企画・実施が中心であるが，事業

の立案にあたっては，農地への対応だけではなく，

いかに地域全体の活性化につなげるかというスタ

ンスで話し合いが行われた。これは自治会が，婦

人や子供など，あらゆる世代での集まりがあるこ

とも影響していると思われる。

さらに特筆すべきは，設立準備に対する協力で

ある。例えば，同じ頃に設立されたB組織よりも

設立準備委員会設霞は2ヶ月ほど遅れたが，年度

末に間に合うように準備が行われている。これは

集落規模が小さいこともあるが，役員だけに任せ

るのでは無く，かてーりの相互扶助の精神を背景

に，集落全員が主体的に，ただし可能な範囲で関

わったことが影響している。

一方，運営時に関しては次の点が挙げられる。

すなわち，当初，農業体験事業を行ったが，宿泊

場所が無く参加者の滞校時聞が短かった。そこで

3車干の農家が自発的に民宿を開設するとともに，

宿泊数が多いときなどは周囲の者も作業に参加す

る。集落内で宿泊できるようになったことから，

交流事業が旅行会社の山村体験ツアーのルートと

なり，平成 20年で 41人，平成 21年で 67人がツ

アーに参加している。このような課題への対応も

更なる事業推進へと結びついた。

また，かてーりで共同作業を行っていた頃はい

わば場当たり的な対応で、あったが，集落営農組織

の設立以後，個々の役割を明確にし，年聞を通し

た事業計画のもとで対応に当たるようになった。

(3)収支状況

第 2表に各組織の収支状況を示している。 A組

織では総収入 2，095千円のうち，補助金が 1，141

千円(産地づくり交付金 327千円，そば振興事業費

補助金85千円，水田農業構造改革交付金28千円，

中山間直接支払交付金 500千円， J Aの集落営農

総合支援事業補助金200千円)を占めており，販売

収入は 179千円である。

つまり，総収入から繰越金を除いた年間収入で

みると，補助金が収入の 80%を占めており，政策

の動向に左右されやすい収入構造となっている。

一方，総支出 1，472千円のうち，事業にかかる

費用は525千円の作業労賃と 262千円の事業費(内

訳は農村交流の実費 146千円，共同作業の活動費

116千円)の計 787千円である。

したがって，営業利益は 519千円の赤字，経常

利益は 623千円の黒字となっており，補助金の約

半分が赤字補填に充てられている。そのため，政

策の変更に伴う補助金の減額により，事業の継続

が困難になる可能性がある。

(4)課題

交流事業に要する作業の労賃は 1，500円/半日

となっている。このことは，設立して日が浅く，

現時点では研修等に費用がかかることを緩みても，

事業の継続性に影響を及ぼす課題である。

したがって，経験や知見の蓄積により研修等の

費用の削減を図りつつ，販売収入の増加のために

ソパ加工品等の開発を検討すべきである。

さらに，事業内容の検討も必要である。なぜな

ら，残りの 19戸の農地については，全戸ども自己

完結で作業できるとの理由で，現在のところ集落

営農としての受委託は行われていないが，将来の

営農継続への不安を抱えているからである。

3 B組織の事例

( 1 )組織概要と設立の経緯

B組織は，茶の受託作業を中心とした取組みで

ある。集落は山の斜面に広がっており，構成員は

54戸， うち非農家が 14戸である。当集落は高齢

化 (4割が 70歳以上)や兼業化により，管理不十

分の茶園が見受けられるようになっていた。これ

は，斜面にある茶闘での管理作業，特に夏場の整

校や防除，茶摘み等が重労働なためである。また，

10年後の機械更新予定者が 2害IJにとどまるなど，

集落の将来に対する不安があった。

一方 B組織の合意形成の素地として，諸塚村

独自の公民館活動がある。これは「諸塚方式」と

呼ばれ，社会教育だけではなく産業振興や生活改

善運動など、生活の全般にわたって，行政と連携し

ながらむらづくりを行うものである。当集落も常

会や青年部・女性部などの活動のほか製茶工場を

所有するなど，社団法人格を有し，年間数千万の

予算を運用している。そこで，公民館活動の枠組

みを利用して茶生産を中心に集落を活性化してい

くため，集落営農組織を設立することとなった。



(2 )合意形成と諸事業との関連

当集落営農の取組み内容は，茶生産の作業受託

と水稲における田植の作業受託，竹林の管理であ

る。ただ，現在の農家だけでは，茶生産等に要す

る労働力不足の解消に目途が立たなかった。そこ

で，公民館を通して非農家の消防団員に協力して

もらい，作業受託班 (20~50 歳代の 19 名)を設

立した。集落営農設立時のことである。

一方，集落営農の運営時に合意形成の素地たる

公民館活動が寄与した側面としては，次の 2点が

挙げられる。 1つめは，公民館の日当をオベレー

ター賃金に適用することにより，誰もが納得する

料金体系が可能となったこと 2つめは，オペレ

ーターが非農家ではあるが，公民館組織の一員で

あるため普段の;意思疎通が容易であり，栽培・管

理作業の教育により，茶の収量・品質の維持・向

上が図られたことである。

(3)収支状況

B組織では，総収入 1，318千円のうち，補助金

が 194千円(竹林整備助成・農薬助成・機械リース

助成)，受託料収入が 742千円となっている。この

組織には中山間直払交付金が入らず，公民館に入

るようになっている(諸塚村特有のシステム)。

年間収入ベースでみると，補助金が約 19%で，

依存度は低い。一方，総支出 1，278千円のうち，

事業にかかる費用は作業労賃 761千円と，事業費

310千円，合せて 1，071千円となっている。

作業受託にかかる費用 926千円(前述の事業費

310千円より竹林整備費用 145千円を除き，作業

労賃761千円を加えたもの)が受託料収入742千円

の1.25倍となっている。これは作業受託が単独の

事業として赤字であることを意味する。また全体

でも 155千円の営業赤字で40千円の経常黒字とな

っている。これは，補助金の 8害IJ宏赤字補填に使

用していることであり，政策の変化によっては，

経常利益も赤字になる可能性がある。

(4)課題

他の 2組織と比較して，当集落営農は補助金に

あまり依存(約2割)していない。しかし営業利益

は 155千円の赤字ではある。特に，作業受託が単

独で赤字となっており，早急な黒字化は困難であ

る。現在，トウガラシの試験栽培に取組んでおり，

将来，販売収入を得られれば，営業黒字の可能性
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もある。しかし，新規の事業へ自由に使える資金

が少なく，公民館との連携が重要になってくる。

第 2表収支状況(平成21年度決算)単位千円

科目 A組織 B 組織 C組織

総収入 2，095 1，318 2，778 
会費 20 54 86 

繰越金 668 269 313 

補助金 1，141 194 1，177 
販売収入 179 01} 01) 

受託料収入 _1) 742 1，203 
雑収入 85 59 1) 

総支出 1，472 1，278 2，297 
作業労賃 525 761 1，5552) 

役員報酬 50 60 。1)
事業費 262 310 660 

会議費 30 42 31 

研修費 491 105 50 

雑費 114 
営業利益~~) -519 -155 -695 
経常利益3) 623 40 482 
資料.各集落営農組織総会資料より。
注:1)千円未満の値がある場合は“一¥該当する値が

無い場合は“0"とした。
2) Cの作業労賃は受託作業料であり，厳密には労賃
ではなく，機械持ち出し費用等も含むものである。
3)営業利益・経常利益の計算に，繰越金は含める。

4 C組織の事例

(1)組織概要と設立の経緯

C組織は，水稲の作業受託と特産品開発を中心

とした取組みである。 4つの集落の全 86戸(農家

72戸，非農家 14戸)が加入している。当集落は昭

和 60年代初めに20~30a規模で基盤整備がなされ，

平成 12年からは中山間地域等直接支払制度によ

る畔草刈り等の共同作業を行ってきた。ただし，

高齢化(4割が65歳以上)や遊休農地の拡大が年々

進み，主に集落の担い手層が危機感を持っていた。

一方 c組織の合意形成の素地は 4集落で形

成される公民館組織である。諸塚村のように予算

措置や法人格はないが，伝統芸能の継承に取り組

むとともに，中山間地域等直接支払制度での集落

協定単位でもある。この素地を活用し，各集落の

リーダー数名が集落営農推進委員となって，平成

18年度より協議を開始した。そして，永続的な水

閏農業の維持を目的に平成 20年に設立した。

(2 )合意形成と諸事業との関連

当集落営農の取組み内容は，前述した水稲の作

業受託(耕起・間十直・稲メIj.共同防除)や特産品

開発のほか，休耕地や水稲の裏作で，畜産農家向

けの wcs用稲，二毛作助成のイタリアンライグ
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ラスやナタネの作付けがある。合意形成の素地た

る公民館組織の活用により，このように地域の多

様な作目の主業農家を推進委員に取り込めたこと

は大きい。特に役員の 1人である畜産農家が，飼

料作の全最を受け持つなど重要な担い手である。

一方，集落営農の運営時に合意形成の素地が寄

与した側面としては，次の 2点が挙げられる。

1つめは，畜産農家等との連携により受給でき

る補助金を拡大できたことである (WCS: 80，000 

円/10a，イタリアンライグラス:15，000円/10a)。

具体的には，地権者は耕作せずに交付金を C組

織は二毛作助成等の補助金を，畜産農家は地代，

種代等を支払わないで飼料を，それぞれ得ること

ができた。これは，合意形成の素地が理事でもあ

る畜産農家との協議を円滑に進めることを可能に

し， WCSと水田裏作のイタリアンライグラスの作

付けの合意が短期間に得られ，県の事業に対応す

ることができたからである。なお， WCS等に限ら

ず作業受託は， 24名の作業受託班(共同防除に関

しては別途 54名)によって行われる。労賃は作業

料と補助金を活用し， 日当 8，500円に，機械の持

出しがあった場合， 1，500円が加算される。

2つめは，ナタネやヤギの特産品開発において，

集落の女性部が作業の担い手として協力している

ことである。具体的には，ナタネは，初年度に景

観・緑肥作物として植栽していたが，平成 21年度

より搾油用品種に変え，新たな収益品目となるよ

う試験栽培と製品開発を行っている。さらに，地

域内の草管理，および景観づくりとして，同年度

よりヤギを導入し，生乳製品の開発に取り組んで

いる。これらを平成 21年度から開始しているのは，

県の事業である「きらり輝く山問地域農業活性化

プロジェクト事業」に採択されたためである。こ

の事業の資金を活用して農機具を購入している。

(3)収支状況

総収入2，778千円のうち，補助金(ナタネ関連・

中山間直払交付金・産地づくり交付金)が 1，177

千円，受託料収入が 1，203千円となっている。そ

して年間収入2，465千円で見ると，補助金が 35%

を占めている。

一方，総支出 2，297千円のうち，事業にかかる

費用は，作業労賃 1，555千円と事業費 660千円の

計 2，215千円となっている。そして全体で 695千

円の営業赤字， 482千円の経常黒字である。これ

は補助金の 59%を赤字補填に充てており， A組織

と同様，政策の動向に左右されやすい。

なお， rきらり事業」による加工品開発関係の費

用やその販売収入， WCSや二毛作助成などは，平

成 22年度決算以降に反映されるため，第 2表には

含まれていない。

(4)課題

前述した通り，作業受託斑は 24名で構成されて

いる。しかし，実際の活動は役員である約 10名が

ほぼ全てを担っており，彼らに負担がかかってい

る状況である。これは機械所有者としてリストア

ップしたものの，実際には仕事等により，作業の

担い手になっていない農家が多数いるためである。

また，管理作業などは， リタイアした高齢者でも

対応可能だが，現状では役員が全て負担している。

飼料作物においても，畜産農家の自給粗飼料確

保につながっている反面， WCSの刈取りや水田裏

作でのイタリアンライグラスの収穫を 1戸の畜

産農家が全て行っている。このため，サイレージ

できなかった飼料作物が出るなどのロスがある。

このように，作業受託体制は整備されたものの，

作業の分配等，検討する余地がある。

また，収支に関しては， Aほど補助金に依存(約

5割)していないものの， Bより赤字となってい

る。永続的な受託体制のためには，最低限，作業

受託の事業費と労賃を賄えるようにすべきであり，

6次産業化等，収益性の向上が望まれる。

N 結び

今回の事例では営農環境や作目，担い手の状況

等は異なるが，集落営農の設立時，及び運営時に

おいて，合意形成の素地である相互扶助の伝統や

公民館紙織等が交流事業や特産品開発等に寄与し

ている側面を確認できた(第3表)。

具体的には， A紙織(自治会と農作業の相互扶

助の伝統)は，集落営農設立時には， 活性化への

機運の醸成と交流事業の発案，運営時には，農家

民宿の開設による事業の活性化などを促した。

B組織(自治公民館活動によるむらづくり)は，

組織設立時には，非農家(消防団員)の作業受託



班への参加を実現させるとともに，運営時には，

公民館の日当に準拠させることによる「公正な」

労賃設定，非農家との意思疎通及び技術指導によ

る茶の収量・品質の向上に寄与した。

C組織(公民館による集落協定)は Bのよう

な独特の公民館ではないが，組織設立時には多様

な作目の主業農家を推進委員に迎え，運営時には，

畜産農家を役員に迎えることで受給できる補助金

を拡大し，特産品開発での女性部の協力を促した。

また，平成 21年度の収支にはまだ反映されていな

いが，今後，特産品による収益も期待される。

すなわち，旨頭に述べた「誘因jの向上である。

ただし，合意形成の素地は「必要条件」に過ぎ、ず，

必ずしも集落営農の設立・運営に寄与できるとは

限らない。では，さらに何が要請されるか。

第 1に I合意形成Jを集溶営農に活かすため

の，各組織の役割の明確化と連携である。例えば

Aの場合，集活;営農組織，集絡協定組織，自治会

組織があり，各々の構成員は事実上同じである。

ただし，責任者は別に設定し，互いの役割や所掌

事項は当然ながら明確に区分されているため，業

務の集中や事務作業等の煩雑化が防げている。一

方で，各責任者は集落営農のメリットを共通に理

解するとともに，集落営農推進に向けて具体的に

どのような支援が必要か，各々の立場から出し合

う。こうした取組みにより，元々ある合意形成の

素地において，情報や話し合いの結果が共有され
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るとともに，集落営農の具体的な実行・改善が可

能な限り円滑に行われるのではないだろうか。

第 2に，現在保有する特に人的資源の適正利用

である。各組織ともに，必ずしも現在の人員だけ

で行えたのではない。前述した通り，例えば， A

は交流事業において婦人会の協力を得ているほ

か Bの場合は消防団員を cの場合は畜産農家

を取り込んで、組織展開している。また，金額自体

は議論があるにせよ，少なくとも双方が納得する

報酬を享受している。すなわち，自らの可能性と

限界の見極めが今回の事例でなされている。

第 3に，以上に関連するが，現在の制度の活用

方策の検討L 行政・普及サイドからの助言であ

る。例えば，二毛作助成や各種振興事業など，効

果的な活用が要誇されるとともに，農家民宿や特

産品開発，機械リース等への助成事業，旅行会社

や特産品のPR等も望まれる。これは今回の事例

に限らず，宮崎県中山間地域における集落営農を

想定する場合に必要な事柄といえる。

なお， A， B， Cの各組織において，補助金依

存や営業赤字等の経済性に関する問題，一部農家

への労働負担とその分担に関する問題，新規事業

立ち上げの可否に関する問題等が残されている。

これらは「合意形成」の限界を示すものとも思わ

れるが，今後，分析事例を重ね，状況別の対応を

検討していく必要があるものと考える。

第3表 「合意形成の素地』が集落営農成立に与える影響

A組織

基本的枠組
自治会・かてーり

く農作業の相互扶助〉

合意形成の特徴 全員参加

く設立時〉 。ぐるみ型による集落活性化への機

合意形成の素地の寄与 還の向上，交流事業の発案

く運営時〉
。農家民宿の自発的な開設による

合意形成の素地の寄与
事業活性化，周囲の協力

0かてーりによる作業の計画化

課題
0補助金への依存度の高さ

0作業料金・新規事業検討の可否

資料・筆者作成。
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