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中山間地域における集落営農法人の現状と展望

－定点観測2-1－
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１．課題の設定

　

　中山間地域の農業・農村の将来像を展望する上で、参考となる特徴的な事例

の定点観測を行うことが、筆者に与えられた課題である。毎年ひとつのテーマ

に絞り、大分県を主なフィールドに、2-3の事例を分析する。取り上げるテー

マは、水田農業、生活インフラ、コミュニティ組織等である。基本的に4-5年
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ごとに同じ事例を取り上げ、その変遷を追う。問題意識や論点の整理は行うが、

主眼はあくまで事例の定点観測であり、現時点で何らかの結論を導き出すこと

には重きを置かない点をあらかじめ断っておきたい。

　今年は中山間地域の集落営農法人の実態を整理し、今後の展開を考えること

を課題とする。まず農水省および大分県の統計データから、中山間地域におけ

る集落営農法人の動向を概観する。大分県のデータについては、大分県庁の協

力により県が独自に収集している資料を基に構築したデータセットを用いて分

析を行う。具体的な事例としては、大分県内の3事例、由布市A法人、豊後大野

市B法人、竹田市C法人を取り上げる。いずれも県の中山間地域の集落営農法人

のモデル経営体となっており、積極的な事業を行っているが、条件としては中

山間地域等直接支払制度の急傾斜に該当するなど、営農条件の厳しい地域であ

る。条件不利地域の集落営農法人の実態がどうなっているか、どのような展望

や課題を持っているのか、ヒアリング調査に基づき明らかにする。

２．中山間地域の集落営農法人の概況

　（１）集落営農の概要（表1）

　まず全国レベルの集落営農の概要について法人・非法人別にみる。農水省の

データでは、集落営農は全国で約1.5万組織、うち法人は約2割の約3千となっ

ている。平均の構成員数は37戸、経営耕地面積は25.3ha、作業受託面積は8.3ha

という規模である。法人・非法人別に見ると、構成員数、集積面積、構成集落

数とも、法人で数値が大きい。規模の大きな組織ほど法人化しているといえる。

　組織の代表者は、過半が65歳以上だが、法人と非法人には10ポイント以上の

開きがある。この理由は不明だが、考えられるとすれば設立時期のずれである。

現在の法人は、一定期間任意組織として活動した後に法人化したものが多くあ

り、その分歴史が古く、当初から代表者が変わっていないケースが多い、とい

う理解である。ただしオペレーターの高齢化率は法人も非法人も大きな違いは

なく、組織形態と高齢化率に関係があるとはいえない。

　活動目的は集落営農全体では「農地の維持管理」が9割、「生産調整」6割、「所

得確保」3割である。経営としての発展というよりも、農地を荒らさない、生
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産調整の実施など、現状維持的な組織が多い。その中で法人、非法人別にみる

と、農地維持、生産調整、所得確保の順番は変わらないが、所得確保の数値は

両者で2倍近い差がある。法人の方が経営の確立に積極的なのに対し、任意組

織は農地維持、生産調整実施等の現状維持的な性格がより強いといえる。

　表には大分県の数値も示している。構成集落数ではほとんど違いはないが、

構成員数や経営耕地面積では大きな差がある。理由としては、そもそも集落が

小さいか、もしくは集落内での参加率、集積率が低いかのどちらかが考えられ

る。

　（２）集落営農の土地利用の概要（表2）

　集落営農の中で生産物の販売を行っている組織は7割強で、法人・非法人別

では、法人ではほぼ100%なのに対し、任意組織では1/3は販売実績がなく、作

業受託のみの組織も少なくない。作物としては、法人も任意組織も主食用米を

中心とした生産を行っているが、麦類、大豆も半数弱の組織で取り組まれてい

る。法人、非法人別では、相対的に法人が主食用米・新規需要米の割合が高い

のに対し、任意組織では麦大豆を重視する組織が多い。これは表1で、生産調



－ 342 －

整を活動目的に挙げていた割合が任意組織で高かったことと対応している。

　機械作業等の労働力は特定のオペレーターが担う組織がやや多い。農水省の

定義上集落の過半の農家が組織の構成員となっているが、組織としての農作業

は特定のメンバーが担当する組織が多い。法人・非法人の別でみると、法人で

は2/3がオペ中心なのに対し、任意組織ではほぼ半々である。任意組織ではま

だ集落の共同作業的な性格が強いのに対し、法人では役割分担の明確化が進ん

でいる。

　所得向上のための活動も、法人がより積極的である。特に経営規模の拡大、

農産物の直接販売は、任意組織の2倍以上の数値となっている。法人の直接販



－ 343 －

売を行う組織の多さは、乾燥施設を所有する割合の高さとも符合している。そ

れに対し、肥料・農薬の使用軽減、生産資材の共同購入は、法人ほどではない

が任意組織でも一定の取り組みが見られる。

　（３）中山間地域の集落営農の性格（表3・表4）

　表1、表2の項目は、資料の制約で農業地域類型別には把握できない。そこで

まず表3、表4で全国レベルの農業地域類型別の集落営農の概要を整理し、その

後、大分県のデータに基づき中山間地域の集落営農法人について詳しく分析す

る。

　まず表3にあるように、1集落当たりの農家戸数は平地、中間、山間の順番で

少ないにもかかわらず、集落営農あたりの参加農家数は中間農業地域が最も多

く、山間農業地域も大きな差はない。理由としては、まず集落営農当たりの参

加集落数が中山間地域の方が多いことがあげられる。

　一般的に平地では農地が連たんしており、圃場整備時の工区や水系、出入作
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など、土地利用における隣接集落との結びつきが強い。それに対し、中山間地

域では周辺集落と地理的に隔絶しており、複数集落での組織化は難しいと考え

られる。他方で表3の②、表4の②にあるように元々の集落規模が小さく、労働

力の確保や機械の稼働率向上のために、複数集落での組織化に取り組まざるを

得ない面もある。参加集落数の数値からは、後者がより強く作用していること

が伺われる。

　中山間地域で集落営農の構成農家数が多いもうひとつの要因は、集落内での

参加農家率の高さである。山間地域では、平地地域の約1.5倍の参加率となっ

ている。平地では集落営農以外にも家族経営や企業など他の主体が集落内にい

るケースがあるのに対し、中山間地域では、集落営農が唯一の担い手、という

場合が多い。集落の総意として設立され全農家が参加していると考えられる。

さらに山間地域の参加率は100％を超えている。農家だけでなく、土地持ち非

農家も一定数参加していることが伺われる。この構成員の多さは、後述のよう

に販路確保にメリットをもたらしている。

　他方の集積面積については、表4の①にあるように、平地、中間、山間と条

件が悪くなるほど小さい。参加農家は多くても、もともとの零細性を反映して

組織としての集積規模は大きくない。ただし、組織への集積率で見ればまった

く逆の姿が見えてくる。集落の水田面積に対する集積面積は、山間農業地域で

は平地農業地域の約2倍、162.2％に達している。集落内農家はもちろん、土地

持ち非農家、不在村地主、さらには集落外からも農地や作業を請け負っている

と想像できる。このように、絶対量としての面積は平地に及ばないものの、む

しろ中山間地域でこそ農地集積は進んでいるといえる。ただし後述の大分の実

態から見る限り、このことを手放しで喜べるのかどうか、組織の側は積極的に

集積しているのかどうかは慎重に判断する必要がある。

　データの制約で数値が古いが、法人化も中山間地域で進行していた。地域別

にみると、新潟を含めた北陸が多いが、後に見る大分に加え、広島や山口、島

根など、中山間地域を多く抱える県でも進んでいる。これも様々な要因が考

えられるが、2009年時点での数値は、2007年からの品目横断的経営安定対策に

おいて、任意組織であれば20haという規模要件の影響がある。中山間地域では

10haに緩和されたが、それでもクリアできない小規模な組織では、一気に法人
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化して制度に対応したケースがある。その後法人化推進のトーンは弱くなった

が、構成員のリタイアによる組織への利用権設定の必要性等の理由から法人化

するケースが増えていると考えられる。

　表3・4には大分県の数値も表示している。大分県は宇佐平野等の一部地域を

除き中山間地域が大半を占めているが、水田農業の担い手として、集落営農の

推進に熱心な県のひとつでもある。特に法人化は進んでおり、表出していない

が、2014年の数値では絶対数で全都道府県中6位となっている。他方で組織あ

たりの参加農家数や集積面積は小さい。全国の中山間地域の数値では、集積面

積が小さかったが、参加者は平地とそん色ない数値だった。しかし大分県では

参加者も圧倒的に少ない。背景には、総農家戸数や水田面積といった集落の規

模の小ささもあるが、参加率、集積率も全国平均を下回っており、これが参加

者数、集積面積の小ささに作用している。なぜ中山間地域を多く抱える大分県

で数値が低いのか、県のデータ、および次節の実態分析から接近する。

　（４）大分県の中山間地域の集落営農法人の性格（表5）

　県の資料によると、2014年3月末時点で大分県内には598の集落営農が存在し

ており、うち法人が189、31.6％を占める１）。2004年時点では組織数347、法人

数22であり、10年で組織数は約2倍、法人は9倍弱にも増加している。そして、
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189の法人のうち、過半の103法人が中山間地域等直接支払制度（以下「中山間

支払」）の協定締結農地のある集落に立地している。中山間地域を多く抱える

大分県の性格を反映しているといえる。

　構成員数を見ると、中山間地域が非中山間の2倍近い人数を抱えている。法

人あたりの構成集落数は中山間地域の方が小さく、表3にあったように一般に

集落あたりの農家戸数は中山間地域で少ない。県レベルでは組織参加率は高い

とはいえなかったが、県内でみれば、集落営農への参加率は全国同様中山間地

域で高いことがわかる。平坦部では少人数の有志型、中山間地域では集落ぐる

み的に設立されるケースが多いといえる。

　他方オペレーターの人数には大きな差はなく、さらにオペレーターのいない

法人割合は非中山間の方が高い。先の表2での法人・非法人別では法人で特定

のオペレーターに作業を任せるケースが多かったが、中山間か否かで見ると中

山間地域で特定のオペレーターを置く組織が多くなっている。特定のオペレー

ターのいない法人では、構成員が共同で作業を行っていると考えられる。中山

間地域では、構成員（組合員）としての法人への参加率は高いが、実際の作業

は相対的に少数で行われていることになる。高齢化が進み、法人の作業・経営

に参加できない構成員が多いことが要因として考えられる。それに対し平地で

は、構成員としての組織への参加率は相対的に高くないものの、構成員の中で

は、作業・経営に参加できるメンバーが多く、共同での作業体制をとっている

と整理できる。

　次に農地の集積についてだが、法人全体の集積面積は、表1の農水省のデー

タに近い数値が示されている。これを中山間か否かに分解すると、利用権、作

業受託とも非中山間が大きいが、中山間、非中山間それぞれで両者を比較する

と、非中山間では利用権の面積が大きく、中山間では逆に作業受託面積が大き

い。非中山間地域が利用権、中山間地域では農作業受託を重視していることが

分かる。さらに、そもそも中山間では利用権設定した農地のない法人が約3割

ある。

　一般に中山間地域で過疎化、高齢化が進んでおり、肥培管理や水管理等も困

難になり、利用権の設定が進みやすいと考えうるが、ここでの数値は逆の関係

となっている。一般的な代金回収までの運転資金の確保の困難性に加え、中山
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間地域ゆえの単収の低さや気候変動による減収リスク、獣害、過疎化・高齢化

による通年での労働力の確保の困難性などの理由が考えられる。利用権を設定

し、これらのリスクをとるよりも、安定して作業料金収入のある作業受委託を

重視している可能性がある。また中山間の3割の法人では、利用権設定以外の

要因で法人化しているといえる。

　（５）中山間地域の集落営農法人の土地利用（表6）

　表6から中山間地域の集落営農法人の土地利用について検討する。まず主食

用米の作付けの有無、当該主食用米の農協出荷の有無についてみると、いずれ

も中山間地域の法人の値が小さい。ただこの二つの数値は、そもそも利用権設

定している農地の有無が作用しているため、表のカッコ内に示したように、そ

れぞれ表の左隣の項目を母数にすると、どちらも中山間と非中山間でほとんど

差はなくなる。利用権を設定し法人として農地を経営する割合は非中山間の方

が高いが、その中で主食用米を作る割合、また収穫した米を農協に出荷するか

どうかは、中山間地域か否かとは関連が薄いことがわかる。

　農協出荷の有無については、中山間か否かよりもシンプルに主食用米の面積

の大小の影響が大きい。農協出荷の有無別に、主食用米の経営面積を表示して

いるが、これをみると中山間、非中山間とも農協出荷がある法人がない法人よ

りも約2倍広い面積となっている。通常、大規模経営の農協離れが言われるが、
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この場合は逆の数値となっている。理由として考えられるのは、まず販路の確

保である。生産量が少なければ、独自販路の確保が容易である。表3にもあっ

たように、面積規模は小さくても構成員数は多い組織もある。それらの組織で

は自家消費用や贈答用でかなりの割合が販売可能となる。特に中山間地域では、

単収は低くとも食味は良いケースが多く、この点でも独自販売で売り切ること

が容易となる。他方大規模な組織では生産量が大きくなり、飯米、贈答米以外

に別の販路が必要となる。またそれに伴い大規模な倉庫や冷蔵庫の整備も必要

となり、さらに代金回収等のリスクも高まる。これらの理由から大規模法人ほ

ど農協を利用しているものと考えられる。

　全国レベルでは直接販売との関係が伺われた乾燥機の有無の数値は、中山間

地域か否かとはほぼ無関係２）となっている。また表出していないが、各法人

の利用権設定面積も乾燥機のあるなしとの明確な関係は見出せなかった。

　飼料米等の主食用以外の米については、非中山間での取り組み割合が高い。

中山間地域では様々な条件不利性の中で、そもそも生産調整において作物の作

付けを重視せず、調整水田や自己保全管理等で対応してきた地域も多い。非主

食用米の内訳については、中山間地域ではWCSの割合が高い。地域内もしくは

近隣に畜産農家がおり、それとの連携で取り組んでいる法人が多いと考えられ

る３）。

　表の最後にはつや姫の作付けについても表示している。つや姫は山形県で

開発された品種で、大分県でも2011年度から奨励品種に採用し本格的に普及を

進めている。2011年度は約100ha、2013年度は約400ha、そして2014年度は約

450haの作付けが予定されている。大分で一般的に作付けされてきたヒノヒカ

リに比べ、高温への対応、食味、作業適期分散、病害虫抵抗性などのメリット

があるとされている。

　このつや姫の作付けは、中山間地域の法人で高くなっている。背景には県や

農協の戦略がある。県や農協では、ブランド化を目指し、導入にあたり様々な

条件を設定している。例えば作付けを一定規模以上の経営に限定し、生産マニュ

アル（化学肥料や農薬の規制等）の遵守の徹底、生産履歴の記帳と提出などで

ある。さらに食味向上のため、圃場の標高の下限を設定しそれ以上を栽培推進

地域に指定している。この標高条件が、中山間地域の法人でつや姫の導入が多
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い主な理由である。

　（６）小括－事例分析の視点－

　本節では、中山間地域の集落営農法人の実態について統計データから接近し

た。まず任意組織に対する集落営農法人の性格としては、参加者、集積面積と

も大きく、地域農業の担い手として経営の確立を目指している。規模拡大や直

接販売にも積極的で、ライスセンターを自前で備えている組織も多い。作業は

特定のオペレーターが担う組織が過半を占め、構成農家の共同作業型は1/3程

度にとどまる。総じて法人の方が積極的な展開となっているといえる。

　次に、中山間地域の集落営農の性格だが、組織の規模は参加者、集積面積と

も平地の方が大きい。しかし参加率、農地の集積率については中山間地域の方

が高くなっている。法人化も中山間地域で進んでいる。

　大分県は、宇佐平野等の一部地域を除きほぼ全域が中山間地域だが、全国平

均とはやや異なる性格を持っている。具体的には、法人化が進んでいるものの、

参加率、集積面積率は高くなく、結果として組織の規模も小さい。

　最後に大分県内の集落営農法人を、中山間地域か否かで区分して分析した。

全国の動向と同様、参加農家率は中山間地域の方が高いが、作業は特定のオペ

レーターが担っているケースが多い。営農面でも、独自販売や新規需要米の生

産など、平地の法人でより積極的な活動が見られる。

　次節で大分県における中山間地域の集落営農法人の実態を見るが、特に本節

で見た参加農家率、集積面積率や労働力確保の状況を意識しながら分析を進め

る。

３．中山間地域の集落営農法人の実態

　（１）事例の性格

　大分県では、水田農業の担い手として集落営農の設立、法人化に力を入れて

きた。その成果として、先に見たような組織数、法人数となっている。現在では、

設立、法人化と並行して徐々に経営の確立、特に常時雇用者の確保に力を入れ

始めている。その際、平坦部の条件の良い組織に対しては、規模拡大や省力化、
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土地利用の高度化と

いったオーソドック

スな方向性を打ち出

しているが、中山間

地域については同様

の手法では限界があ

る。圃場条件や気候

により平坦部のよう

に土地利用型農業だ

けで常時雇用者を置

くことは難しいため、複合化・多角化に挑戦し、土地利用型農業の不利性をカ

バーしようという方針を採っている。

　以上のような問題意識から、中山間地域では常時雇用者の確保と、そのため

の複合化、多角化、というコンセプトを打ち出したが、その実現のため2014年

度からモデル事業として「中山間地域モデル経営体育成プラン」に取り組んで

いる。概ね県の出先機関ごとに1法人ずつ、計7法人を選定し、専従者の確保、

複合化、多角化に向けたプランの策定指導を行っている。以下で取り上げる3

事例は、いずれも7事例の中に含まれる。

　事例としては、由布市A法人、豊後大野市B法人、竹田市C法人を取り上げる。

いずれも県のモデル事業の対象に選ばれるにふさわしく積極的な事業を展開し

ているが、営農条件としては地域内のほぼすべての農地が中山間支払の急傾斜

に該当するなど、営農条件の厳しい地域である。

　なお以下3法人の実態について整理するが、本稿では、策定中の県のプラン

の中身や最新の制度への対応については正面からは触れず、組織の基本的な性

格や、当事者が抱えている課題を中心に分析を行う。

　（２）由布市農事組合法人A

　　①A集落の地域概況

　A集落は、由布市の中央部に位置し、市役所まで車で約10分、大分市中心部

まで45分、由布院まで30分という立地である。2010年センサスでは、総戸数48
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戸、農家戸数36戸、販売農家戸数33戸、農業就業人口47人（高齢化率57%）、田

34.6ha、畑1.2ha、樹園地5.7ha、となっている。2014年のヒアリング時には、

総農家戸数34戸、認定農業者4人で、認定農業者は梨の生産を中心にしている。

集落内のほぼすべての水田が中山間支払の対象（急傾斜）となっているが、農

地は谷筋にまとまっており、全体でひとつの団地を形成している。米は食味が

良くほとんどJAには出荷せず独自に販売する農家が多い。

　文化祭、運動会、盆踊りに加え、神楽座等の伝統芸能、ホタル鑑賞会等のイ

ベント、地元小学校との連携、自主防災組織の運営など、活発な地域づくりを

展開しており、以下で見る集落営農もそれらの活動をベースとして展開してい

る。

　人口構成は、図1の4年前の数値では50代までは一定の人数がいるが、それか

ら下の世代が少ない。大分市まで通勤できない距離ではないが、青壮年層の人

数は少ない。ただし高齢の親の代わりに他出した子どもが、共同作業や地域の

行事に出る場合も多い。

　　②組織概要（表7）

　法人Aは、A集落の農家、農地を対象に組織化されており、水稲と大豆中心の

組織である。利用権設定2.4ha、作業受託が4.8haと決して大きな組織ではない。

センサスでは水田が34.6ha、中山間の協定面積が47.1haあることを考えれば集

積率も高いとはいえない。他方で構成員は42人と集落の総戸数48戸にほぼ一致

しており、土地持ち非農家も含めて集落のほぼ全戸が加入している。前節で見

たように大分県では法人の参加率、農地の集積率ともに低かったが、この法人

Aでは参加率は高いものの、集積率は低い、という性格を持っている。

　構成員は42人いるが、普段の作業の中心になるのは理事1人で、それをその

他3人が手伝う。ただしネックなのは畦畔の草刈で、これは法人以外の圃場も

含めて集落の青壮年部（50代中心）が担当する。ちなみにオペレーター賃金

は時給1,500円、補助作業1,000円である。機械・施設の装備については、県の

1/2補助と中山間支払の交付金を組み合わせて大型の機械・施設を導入してい

る。その他倉庫やアタッチメント等は中山間支払の交付金のみで導入した。

　圃場条件の面では、集落としては1つの団地だが、法人にはその縁辺部の小
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区画、不整形で法面も大きく、水管理に手間のかかる圃場から集まってきてお

り、作業効率は悪い。法人としては、積極的な農地集積、規模拡大は考えてお

らず、あくまでも集落内の農家が耕作できなくなった場合の受け皿としての役

割に徹している。

　農産物販売額は100万円程度で、発足当初は転作の大豆主体だったため収

支が安定しなかった。2012年度は収入が260.3万円に対し支出が363.2万円で、

102.9万円の赤字だった。収入面では、天候不良で大豆を中心とした農産物販

売額が4.1万円しかなく、それに作業受託料金28.6万円、補助金・交付金225.1
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万円、その他2.5万円という構成である。大豆の不作で農業収入が50万円以上

減少し、米も不作、獣害もひどく、乾燥施設の整備もまだだったため、厳しい

数値となっている。支出面は、労賃が164.7万円、保険34.0万円、地代12.3万円、

材料費17.5万円、機械・施設関係等134.7万円となっている。

　2012年度に獣害対策で防護柵を設置し、2013年度には乾燥調製施設も完成し

た。集積面積も増え2013年度は収入が約400万円に増えている。つや姫も法人

として1ha作付けしており、全量JAに出荷している。

　　③これまでの経緯と位置づけ

　急傾斜地に棚田が広がるA集落では、1979年から1988年にかけて、ほぼ全面

積を対象に基盤整備が行われた。区画は平均7aと大きくなったが、畦畔率が約

4割と高く、1段ごとの畦畔の高さも増し、除草作業が困難になった。高齢化も

進む中で青壮年部に除草作業を任せるようになる。青壮年部は神楽やホタル鑑

賞会等の農業以外の地域行事の中心的な担い手でもあり、活発な地域づくりが

営農面での共同作業のベースになっている。なお除草作業の省力化については、

次に見る法人Bなどではカバークロップの吹きつけに取り組んでいるが、費用

が30万円/10a前後かかり、A集落ではまだそこまでの投資はできない、として

いる。

　中山間支払へは制度開始の2年目、2001年度に協定を締結し、交付金の共同

取組活動分は、主に共同利用機械導入に充ててきた。機械装備の充実とともに

集落営農設立の機運が高まり、2007年には任意組織を作った。法人は2009年11

月の設立で、法人と同時に農用地利用改善団体も立ち上げている。同時に市の

「コミュニティ再生事業」で集落の方向性についてのワークショップも開催す

るなど、集落全体での集落営農の必要性、重要性が共有されている。ちなみに

コミュニティ再生事業で打ち出された集落活性化のコンセプトは、「食を核と

した地域づくり」と「環境・景観・交流を核とした地域づくり」の二つであり、

法人がその中核的な役割を担う。

　　④今後の展望

　A法人では、米のブランド化と経営の複合化、6次産業化に取り組んでいる。
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まず米のブランド化、高付加価値化については、収穫後にレンゲを播き、食味

向上と化学肥料の縮減、景観形成を目指しているが、病虫害や異常気象でまだ

生産が軌道には乗っていない。ラベルやポスターの作製も同時に進めている。

ブランド化に向けては、値段設定が問題となっている。現在、平均的に8.0-8.5

千円/30kgで販売している農家が多いが（ちなみに2014年度の農協の概算金は

9,100円/60kg）、安い人で7千円/30kg、高い人では1万円以上で販売している。

この足並みを揃え、まずは価格の統一へ向けて8千円程度の下限を設定し、将

来的には地域として3kg1,500円を基準に販売したい、というのが役員の構想で

ある。A集落の米は食味もよく、それぞれの経営規模も小さいことから、これ

までは自家消費用、贈答用を中心に各自の販路でほとんどが売られていた。し

かし今後は高齢化に伴い自家消費や贈答も縮小し独自販売は難しくなる。その

ことへの対応としてのブランド化、高付加価値化を目指している。

　複合化については、これまで実験的にいくつかの路地野菜や園芸作物に取り

組んできたが、2013年度からは県の指導の下、切花用の葉牡丹に挑戦している。

加工では既に個人として取り組んでいる役員がおり、その役員を中心に味噌や

米粉を使った菓子などを考えている。

　法人の事業としては、積極的な農地の規模拡大は考えておらず、また実態と

してもここ数年で一気に利用権設定が増える状況にはない。まずは乾燥調製を

はじめとした作業受託が増加し、徐々に利用権設定へ移行すると想定されてい

る。労働力の面でも、現在の役員は60-70代が中心だが、50代の青壮年部が一

定程度おり、そのメンバーを中心に今後10年程度は水田の維持には大きな支障

は出ない。

　米の高付加価値化やブランド化も法人としてというよりも、集落全体の戦略

として取り組まれている。また複合化や多角化も県が想定する常時雇用者確保

を目指しているというよりも、地域づくりの一環、特に高齢者や女性の活躍の

舞台としての性格が強い。

　（２）豊後大野市農事組合法人B

　　①B集落の地域概況

　B集落は豊後大野市の南西部に位置し、市中心部の旧三重町まで車で約40分、
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平成合併前の旧緒方町中心部まで約20分という距離にある。最寄りのスーパー

までは約10分で、ガソリンスタンドは緒方町中心部まで行かないとない。市が

運営するコミュニティバスが1日片道3本あるが、自家用車なしでの生活は困難

である。

　2010年センサスでは総戸数74戸、農家戸数52戸、認定農業者3人、2013年3月

末時点での住民基本台帳では人口142人、高齢化率62.0%となっている。営農条

件としては、まずA集落のように農地はまとまっておらず、切り立った渓谷の

上部に田が散在している。集落内でも両端の圃場では5km程度距離があり、アッ

プダウンも激しい。水の確保が難しく、水利費が高い。土地改良区の水利負担

金は2014年現在1.0万円/10aだが、2004年頃までは1.9万円だった４）。地域内に

30a以上の圃場は1枚だけで平均の区画は10a未満である。居住地や水田のある

場所の標高は300-350m程度で、地域の平均単収は6俵程度と少ない。獣害がひ

どく、2013年度に約1億円をかけ総延長28kmの防護柵を設置した。県の事業で9

割補助だが、10年間の営農の継続が条件となっている。なお地元負担分は中山

間支払の交付金から充てている。ちなみにB集落でも集落内のほぼすべての水

田が中山間支払の対象地となっている。この中山間支払、土地改良区、防護柵

の三つの要素が法人Bの性格を規定している。

　B集落では、法人役員を中心に農業以外の地域活性化にも熱心に取り組んで

いる。具体的には、防災や高齢者の見守り、各種交流イベント、大学と連携し

た買物対策のモデル事業などがある。2013年5月にB集落を含む旧小学校区単位

でコミュニティ組織を設立し、法人Bの監事が事務局（総務省の集落支援員制

度を利用）を担い運営を始めている５）。

　　②組織概要

　法人の構成員は27人で発足時から1人増えている。役員（理事・監事）は9人

で、うち8人が60歳以上、出資金は1万/人である。2010年時点での総戸数は74

戸、農家戸数は52戸、中山間支払の集落協定への参加は40人なので、法人への

参加率は高くない。また農地の集積においても、中山間支払の集落協定の面積

が31.6haあるのに対し、法人の集積面積は7.2haと1/4程度にとどまる。

　組織に入っていないのは、小規模かつ高齢の農家ばかりで、30a以上の田を
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持っている農家はほぼ参加しているという。ちなみに法人の構成員でなくても、

集落協定の参加者であれば組合員価格で農作業を受託している。利用権設定は

現在3人で、2015年度から新たに2人が設定する予定である。法人の役員は利用

権設定はせず各自で耕作を行っている。

　オペレーターは現在3人で、1人は60代前半の法人代表で、法人と別に主に集

落外で7ha程度の経営面積を持つ。残りは70代前半、60代前半で経営規模は大

きくない。これに農繁期の手伝いが2-3人加わる。ただし3人目のオペレーター

は2014年秋から別の仕事が決まっており、次年度からはこれまでのようには従

事できない。このような労働力の制限もあり、法人としては積極的な農地集積

は行っておらず、特に利用権の設定には慎重になっている。また法人Aと同様、

条件の悪い圃場から依頼がくるが、あまりに条件が悪いものは断っている。

　2013年度の収入は493.1万円で、内訳は米の販売が135.1万円、作業受託

254.2万円、営業外（助成金・交付金）103.9万円となっている。対する支出は

478.9万円でうち労務費は143.7万円である。労賃は従事分量配当だが、当初は

1,500円/hを支払う予定だった。しかし実際には1,000円程度で、しかも年末に

ならないと満額を払えない状態となっている。

　利用権設定した圃場では米を作っており、2014年度の構成はつや姫が67a、

ヒノヒカリが140a、加工米としてにこまるを40a作付けしている。前年度から

面積は増えており、販売額も大きくなる予定である。

　法人の米は基本的に全量JAに出荷している。ライスセンターや倉庫はあるが、

代表が地元JAの運営委員であり、また後述のように市の集落営農法人連絡協議

会としてJAとの関係を重視していることもあり、法人として独自販売はしてい

ない。

　ただし単価向上のためブランド化の取り組みは進めている。地域にある円

形分水をデザインしたB法人独自の米袋を作成し使用している。これは法人Bだ

けでなく、B集落の他の農家も利用しており、14年度は30kg用を2千枚（60t分）

発注している。現在ライスセンターの利用は年々増えているが、販売はそれぞ

れの農家が独自に行っている。将来的には法人で集荷し一元販売を目指してい

る。

　小作料は圃場条件によって上下するが30kg/10aが上限で、先に触れた1万円
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/10aの水利費は地主負担としている。一般に水利費は耕作者が負担することも

あるが、ここでは単収の低さ、水利費の大きさ、地代のこれ以上の減額が難し

いことから、法人が負担すると収支が合わない。したがって地主は30kg/10aの

米（もしくは販売金額）をもらい、1万円の水利費を払うことになる。実際に

はこれに中山間支払の個人分があるため、水利費はほぼ相殺されるが６）、地主

にとっては農地の貸出による経済的メリットはほとんどないといえる。

　　③これまでの経緯

　法人設立は中山間支払の第2期対策での法人化加算がきっかけだった。組織

の必要性は徐々に共有されつつあったが、最終的な設立には腰が重い農家も多

かった。そこで法人化加算を貰うことで、機運を高めるとともに、加算分の交

付金も活用し機械・施設の整備を進めた。まず2006年度に中山間支払の共同活

動分と補助事業でライスセンターを建設するとともに、機械を導入した。2008

年に前身の任意組織、B生産組合を設立し、その1年後に法人化している。

　法人設立2年間は作業受託のみで、労賃の支払も順調だったが、3年目の2011

年から利用権設定を受けるようになる。作業をするごとに収入のある受託事業

に対し、年末にならないとまとまった収入のない法人自身の経営が増えると、

労賃支払のための運転資金が不足する事態になる。

　法人Bでは、市や県レベルでの法人間の連携にも積極的にかかわっている。

特に市の法人連絡協議会では、機械の共同利用やJAへの大口契約の交渉、イベ

ントへの共同参加などを行っているが、B法人代表はその中の「畦畔管理部会」

の部会長を務めている。この部会では畦畔へのカバークロップの種子の吹きつ

け機械を協議会内の14法人が共同で導入し、オペレーター付きで派遣している。

ちなみに市内で最初にこのカバークロップに取り組んだのも法人Bである。こ

のように法人が自己完結的にスケールメリットを追求するのではなく、周辺の

法人が連携して対応することで、小規模法人のデメリットを緩和している。　

　　④今後の展望

　法人Bでは、法人Aと同様、なるべく自分で耕作し、どうしても出来なくなっ

たら法人へ、というコンセプトで運営してきた。作業受託面積は近年ほぼ横ば
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いで推移しており、これまで役員を中心にどうにか対応してきた。ただ利用権

設定の要望が徐々に増えており、過疎化、高齢化が避けられないとすれば、今

後一気に作業受託、利用権設定の希望が増える可能性がある。他方現有労働力

の減少、高齢化も避けられないなかで、労働力確保の対策が求められてくる。

　法人Bではまず手始めに2014年7月以降、それまで不定期だった役員会を毎月

実施している。それまでは適宜組合長から個別に連絡を取り作業人員を確保し

ていたが、各自の役割分担を明確にするとともに、作業計画を早期に確認し、

なるべく広く労働力を確保する取り組みを始めた。

　ただ現在の役員も高齢化が進むため、新しい人員の確保が不可欠である。し

かし次に見る法人Cと異なり、法人Bでは専従者を確保するための財源に乏し

く、また園芸と組み合わせるにも圃場条件が厳しいなど、同じ手法は取れな

い。2013年にB集落での新規就農希望者がいたが、法人（＋自家農業）での自

立は困難と判断し、他地域で就農している。法人Bでは、現在地元土地改良区

に勤務する40代の代表の長男にオペレーターとして参加してもらうことにして

いる。

　（３）竹田市農事組合法人C

　　①C地区の地域概況

　C地区は8つの農業集落から構成されており、2010年センサスによれば田

107ha（うち水稲作付け71ha）、畑13ha、樹園地6ha、総世帯数189戸、457人、

農家95戸とされている。標高は400m程度で、稲作の外にも椎茸、かぼす、たば

こ、花卉、畜産など水田以外の農業も盛んな地域である。ただし竹田市中心部

までは車で25分の距離にあり、生活条件は恵まれているとはいえない。現存す

る水田は圃場整備が行われており、区画は2-58aまであるが、平均は12.6aとなっ

ている。ここでもほぼ全域が中山間支払対象となっており、畦畔も高く管理作

業は負担になっている。

　A集落、B集落同様、農業以外の活動も盛んで、獅子舞、女性加工グループ、

農村体験交流事業等が行われている。
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　　②組織概要と設立の経緯

　法人Cの最大の特徴は、わずか6人という構成員数である。農家は95戸あるた

め、農水省の定義では「集落を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に

参加していることが原則であるが、集落内の全ての農家のうち、おおむね過半

の農家が参加している場合はこれを含む」とされており、参加率が1割に満た

ない法人Cは、集落営農の定義を満たさない７）。構成員（理事）は花卉やタバ

コ等の水稲以外をメインとした専業農家が中心で、自身の水田も法人に委託し

ている。

　オペレーターとしては構成員と別に地区内の農家15人が登録している。ただ

50代以下の現役世代が多く、中心的な労働力としてはまだ期待できない。法人

の仕事を中心的に担っているのは法人代表1人と別の構成員1人だけで、今後の

利用権設定の増加の可能性を考えると、現在の陣容は十分とはいえない。

　法人Cは大豆の3作業受託が事業の中心だったが、2012年度からは利用権設定

圃場での主食用米生産を開始し、その後も利用権設定が徐々に増加している。

農産物の売上高は988万円で、これに約1,200万円の奨励金・助成金、さらに中

山間支払の交付金約230万円、共済支払約140万円、その他約100万円が加わる。

経費を引いた経常利益が856万円あり、地代や労賃で地域には約1千万円が還元

されている。

　中山間支払からの230万円のうち100万円は上部組織である集落協定組織「C

地区担い手育成推進協議会」から還元されている分で、これとは別に機械・施

設導入時の支援も受けている。法人Cの経営判断も、この親部会の意向を踏ま

えて行われている。この親部会には基本的に地域内の農家がすべて参加してお

り、この意味で法人Cは集落営農的な性格を十分持っているといえる。

　これまでの経緯としては、まず1993年にC地区の基盤整備が採択されたこと

をきっかけに、翌年「C地区担い手育成推進員会（2年後に協議会に改称）」が

設立される。そして1997年9月に、協議会の下部組織として、担い手農家8人で

作業受託のための任意組織「C受託組合」が設立される。2000年の中山間支払

の開始に際しては、各集落ではなく協議会の枠組みを活用して協定締結を締結

し、協議会＝集落協定、という形を取った。そしてその後2007年4月に、C受託

組合が発展する形で「農事組合法人C」が設立される。
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　　③今後の展望－労働力確保をめぐって－

　目下の課題は中長期的な労働力の確保である。人・農地プランでも地域の7

割の農家が、将来の農地の受け手としての法人に期待している。法人では県の

モデル事業に選ばれたこともあり、親部会とも相談の上、専従者の確保に乗り

出す。まず現在のオペレーター賃金単価（1,500円/h）を前提に、社会保障込

みで年収300万円の条件で常時雇用者確保を目指した。地域の相場からすれば

決して安くない水準だが、親部会からの支援を前提に金額を設定した。候補と

してまずは法人の既存オペレーター D氏（構成員ではない）の1人に絞って話

を持ちかけた。オペレーターの中でも最も若く（40歳）、地域外からの移住者

で８）、自身も農業（水稲とピーマン）をしながら法人のオペを担っている。法

人側の提案としては、D氏の自家農業も法人の中に取り込み、完全に法人の中

で農業をしてもらう、というものだった。しかしD氏は独立志向が強く、法人

の中での農業に抵抗を感じ話はまとまらず、A氏はこれまで通り農繁期のみオ

ペレーターとして協力することとなった。

　その後法人では、単価を15万円/月に下げるとともに、まずは地区からの他

出者等の関係者から当たることとし、2014年9月より呼びかけをはじめている。

賃金の減額については、まだ冬期にまとまった仕事がない中で（利用権設定が

増えてくればより柔軟に冬期に田起こし等の作業が可能になる）、地域の相場

を大きく超える300万円の年収を保証することに対する抵抗感が、地域の中に

あるのではないか、と法人が考えたことが大きい。集落関係者から呼びかけを

始めることについては、地域の価値観、人間関係との親和性を重視してのこと

である。もし関係者から確保できなければ、県立農大生、それでもダメなら移

住者を考える、としている。

４．まとめと展望

　（１）参加率・集積率の意味

　第2節の統計分析では、全国レベルで見ると中山間地域の集落営農法人の特

徴として、集積面積こそ平地に及ばないものの、参加人数は中山間の方が多く、

また参加率、集積率も中山間地域の方が高いことが分かった。しかし大分県で
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は、中山間地域が多いにもかかわらず、参加率、集積率ともに高くなく、その

要因の解明が実態分析の課題のひとつであった。

　参加率については、法人B、法人Cのように、集落・地区の農家全体が構成員

にならない組織が確かにある。しかし法人Bでは構成員となるリスクを心配す

る高齢農家が構成員にはならなかったものの、法人の事業の利用は構成員と同

様の条件で認められている。法人Cでも地区の農家が入っている親部会との密

接な関係を維持しており、地区との一体感は強い。参加率の低さは法人への結

集力の低さというよりも、地域の実情に応じて柔軟に組織化した結果として理

解すべきであろう。

　集積率の低さについては、ひとつには農作業・農地の受け皿として、ギリギ

リまで各農家の営農を支援し、どうしても対応できない部分を引き受ける、と

いう姿勢を取っている点が挙げられる。構成員にも農地の貸し出しは求めず、

むしろ極力自身で対応することを推奨している。このことはひとつには各農家

の維持、ひいては集落・地区としての戸数、人口の維持を意識しているためで

ある。他方で、法人としての労働力の確保が難しく、すぐに農作業や農地が集

まっても対応できない、という面もある。特に法人Bのように体制がすぐには

整わない法人が一定程度あるとすれば、仮にデータ上で集積率が高まったとす

ると、実態としてはやむを得ざる集積で法人の経営の困難性が深まっている可

能性もあるといえる。

　（２）集落営農の中長期的課題－「T」字型人口ピラミッド－

　最後に3法人の労働力編成の展望に焦点を当てながら今後の展望を整理する。

　まず由布市の法人Aでは、50代・60代の法人役員、および青壮年部を中心と

して、集落と一体になった組織運営が行われていた。労働力の面でも当面は安

泰で、「集落営農のジレンマ」とも無縁である。今後は複合化や多角化といっ

た攻めの活動の展開を予定している。

　あえて課題を挙げるとすれば、現在の青壮年部の後の世代についてである。

先の図1にあったように、A集落では50代までは一定の人口があるが、その下の

世代では一気に人口が減っている。アルファベットの大文字の「T」字型の人

口ピラミッドといえる。この人口ピラミッドの形はA集落に限らず、中山間地
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域の集落にひろく見られるものである９）。Tの横棒の世代がリタイアした後に、

縦棒の世代が地域の農業を支えていけるのかどうかが問われる。その際に注意

が必要なのは、縦棒世代の職業である。A集落では、ワークショップの中で住

民の職業を調査しているが、農業の次に多いのは医療・福祉系であった。おそ

らく図1で特異的に人数の多い20代女性の多くはこの分野で就業していると考

えられる。それ以外の行政、農協、郵便局といったサービス業も含め、これら

は横棒世代を主なターゲットとしている産業である。したがって、横棒世代の

退出とともに地域内のこれらの産業も縮小せざるを得ない。これらの産業で就

業しながら、地域の農業、農地を守る、というモデルは、中長期的には維持が

難しい。それらに代わる産業が登場するのか、現在取り組んでいる複合化、多

角化を高齢者や女性の生きがいだけでなく、地域の主産業として育てられるか

どうかがポイントとなる。

　

　（３）農業以外の取り組みとの連動

　豊後大野市の法人Bでは、土地改良区の高額な水利費、10年間の営農継続と

いう防護柵設置時の条件、そして中山間支払と、農地を巡る3つの縛りがあり、

法人は地域の農地の意地を担わざるを得ない立場にある。他方で、労働力確保

の点でギリギリの組織運営となっており、現状では大幅な農地面積の増加に対

応できない。法人Cのように常時雇用できるほどの収益性もないため、当面は

関係者を総動員しての綱渡りの経営が続く。対応としては、短期的には（1-2年）

現有労働力の最大限の活用でつなぎながら、中期的（3-5年）には、旧村単位

でのコミュニティ組織との連携を考える必要がある。

　全国的には、集落営農が高齢者の移動支援や灯油の配達、売店の運営等を行

うケースもあるが、この地域では既にコミュニティ組織を設立し、集落支援員

が配置され様々な活動を行っているので、こことの連携が現実的であろう。今

後も様々なコミュニティ支援事業を活用し買物や交通、福祉、観光等の分野で

取り組みを展開する可能性がある。これらの事業と人件費を分担することで、

農業の側の課題を解消できる可能性がある。

　なお選択肢としては、市レベルでの連絡協議会を母体として、周辺の法人と

連携する手もありうる。しかし実際にはまず地理的に隔絶しており、移動コス
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トがかかること、中山間地域ゆえに圃場条件が多様で、なれない地域での作業

は難しいこと、さらに周辺集落も同様の課題を抱えているケースが多く、他の

集落の支援まで手が回らない法人が多いことから、現実的とはいえない。

　（４）移住者への理解と連携

　竹田市の法人Cでは、専従者の確保に取り組んでいる。当初移住者のオペレー

ターに白羽の矢を立てたが、折り合いがつかず、その後は地域の関係者をあたっ

ている。賃金は決して低くないが、D氏は自身の経営では無農薬栽培に取り組

んでおり、完全に法人の中で農業をすることに抵抗を感じていた。

　竹田市では市当局の手厚い移住者対策の効果もあり、移住希望者は多い。近

年の移住者は、震災、原発の問題をきっかけにしているケースも多く、環境問

題やエネルギー問題への関心が高い。農業を仕事とする場合も、本人の理想と

これまでの慣行農法、地域慣行とギャップがあるケースもあり、上手く定着で

きずに離村するケースもある。

　地域にとっては、人となりが分かり、地域の慣行を理解する集落在住、もし

くは出身者が最も摩擦が起きる可能性が小さい。ただしこれまでもなかなかそ

の確保は出来ず、どうしても移住者に期待せざるを得ない地域も出てくる。移

住者は情報発信や販路開拓、新しい作物や農法の導入、カフェや民宿といった

新規事業の立ち上げ、イベントの運営など、地域や法人の課題に力を発揮する

ケースもある。文化や関心が異なる中で、地域の側がどう歩み寄り、その力を

地域に取り込むかが問われる。

注

１）農水省の定義では、集落内農家の過半を含むことが条件となっているが、大分県の集落

営農の定義では集落内での参加率は重視していないため、集落のごく一部、場合によっ

ては集落外の主体に経営や作業を委託する場合も集落営農に含む。ちなみに2013年度

末時点での農水省データでは、大分県内の集落営農法人数は178である。大分県に限ら

ず、各県ではそれぞれの実態、問題意識に合わせて集落営農を定義している。詳しく

は楠本雅弘『進化する集落営農』（農山漁村文化協会、2010）の第1章を参照されたい。

２）機械・施設については法人が所有する場合は把握しているが、前身組織や中山間支払



－ 364 －

の集落協定、構成員からの借り上げの場合、回答が法人によって様々で、実態と異な

る場合がある。

３）2014年度からは、「水田活用の直接支払交付金」の中で飼料米（と米粉用米）は数量払

いに移行しており、単収の低い中山間地域では、飼料米に比べWCSの相対的な経済性が

さらに高まっている。

４）この土地改良区では1991年から渓谷の標高差を利用して水力発電を行っており、その

償還がほぼ終わりつつあるため（2017年まで）利益を還元し水利費を圧縮している。

５）4集落の自治委員が会長、副会長等の役員を担当し、道路建設部会、福祉部会、交通安

全部会、防災部会、事業部会を置き活動している。法人Bの役員はいずれかの部会に属

し活動しているが、法人そのものは直接組織の中に位置づけられてはいない。

６）B集落では、機械・施設の導入、防護柵の設置など、共同取組活動分の利用額が先に決まり、

残りを個人配分する方式を取っている。したがって年により個人配分の額が変わるが、

平均すれば交付金の4割程度、約8千円/10aが支払われている。

７）大分県では集落営農法人を「一集落または複数集落を単位として、複数の世帯を構成

員とし、集落の合意の上設立された法人であり、効率的な農業経営、作業受託、機械

の共同利用、農地の利用調整を中心とした事業を行うことで、農業・集落の活性化を

目指す組織」、としており、参加率についての要件は設けておらず、法人Cも集落営農

としてカウントされている。

８）竹田市は2014年度に総務省の地域おこし協力隊を18人採用するなど、大分県内でも最も

移住者誘致に力を入れている市町村のひとつであり、協力隊以外にも様々な支援を行っ

ている。A氏も市の空き家斡旋事業を活用し移住してきた。

９）ただし2010年時点であれば60代以上が横棒で、それ以下の世代が縦棒、という形が多

い。昭和一桁世代から団塊の世代までは、長男を中心に農山村にも一定数の人口が残っ

たが、その後は長男も含めた人口流出があったことを意味する。

付　記

　本稿執筆に当たり、各法人の役員の皆様には、ご多忙の中ヒアリングにご対

応いただきました。大分県集落営農・水田対策室の皆様には、集落営農法人の

データを提供していただくとともに、内容について大変有益なコメントを頂き

ました。記してお礼申し上げます。


