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は　じ　め　に

　2000年農業センサス結果は，農水省がr食料・農業・

農村基本法」をもとに2010年目標として描いた「農業

構造の展望」の現実性に疑問を投げかけるものとなっ

た．センサス結果では，「効率的かつ安定的」な家族

経営を構成するはずの5ha以上農家は4．3万戸にとど

まり，販売農家は95年からのわずか5年間に12％とい

う高水準での減少によって234万戸に減っている．ま

た，自給的農家（78万戸）や土地持ち非農家（110万

戸）を中心に不作付地や耕作放棄地が増加するなど，

農業の担い手と農地資源が前回センサスより後退して

いることを明らかにした（橋詰，2003）．

　他方で，r農業構造の展望」では，3～4万の育成

が期待された法人・生産組織については，機械利用組

合に代表される生産組織が，地域によっては農地資源

管理において重要な役割を担う展開がみられる．生産

組織に位置づけられる「農家以外の農業事業体」は，

1995年から5．5％増加して1万0，554を数え，他方で

「水稲サービス事業体」も95年から3．7％増加して1万

2，833に達するなど，販売農家の減少とは対照的にそ

の割合は高まっている．したがって，こうした生産組

織を水田土地利用型農業の担い手として政策的にいか

に位置づけるかが問われているのである．

　小稿の課題は，地域農業を担うことが期待されてい

る生産組織に対する農政の動きを歴史的に分析し，現

在，農政上で生産組織がどう位置づけられているかを

明らかにすることである．

　生産組織の展開は農政との関わりが非常に深いにも

かかわらず，生産組織に対する政策展開をフォローし

た研究は意外と少ない．農業生産組織研究会が編集し

たr日本の農業生産組織』（1980）や，田代（1993）

の研究があるにとどまっている．r日本の農業生産組

織』は，1970年代後半までの生産組織に関する農政の

動きを，r農業白書』をもとにレビューしている．田

代（1993）は，1970年代初頭の総合農政下ではじめて

生産組織育成政策が登場したと指摘した上で，そこを

起点に1992年の「新しい食料・農業・農村政策の方向」

（新政策）までの生産組織に関する施策の展開をトレー

スしている．したがって，この2つの研究からは，生

産組織に関する施策展開については1990年代前半，す

なわち新政策までの施策展開までしか明らかにされな

い．同時に，新政策以降の生産組織に関する施策展開

をフォローした研究もみあたらない．
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表1農政における生産組織に対する施策展開。

年次 生産組織育成に関する施策 取り組み内容 その他の農政の動き 摘要 転作政策
生産調整

目標面積

第
－
期

1961 農業基本法制定
農工間所得格差の是正，自

立経営育成協業の助長

1962 農地法改正 農業生産法人制度の設立

1965 高度集団栽培促進事業
大規模・高度な集団栽培の普及

を図る

1968 集団的生産組織育成対策事業 ソフト事業への助成

1969 第二次構造改善事業の開始 稲作転換 10

1970
農業協同組合法の改正

農地法改正

農事組合法人の要件緩和

農業生産法人要件の緩和
米生産調整 一

第
H
期

1971 生産調整の開始 稲作転換対策 547

1973 高能率集団的生産組織育成対策事業 機械導入への助成 稲作転換対策 498

1975 土地利用型農業中核小集団育成対
策事業

少数中核農家受託組織育成 農振法改正 農用地利用増進事業が開始 稲作転換対策 244

1977
農業生産組織総合整備対策事業

土地利用型集団営農推進特別事業

複合生産組織育成をソフト面で助成

高性能機械導入
水田総合利用対策 215

1978 農業生産組織育成対策事業 水田利用再編対策 391

1979 地域農業生産総合振興対策 転作確立・推進 水田利用再編対策 391

1980 地域農業組織化総合指導事業 水田利用再編対策 535

1982 新地域農業生産総合振興対策 転作の定着・複合化 水田利用再編対策 631

1983
地域農業集団育成事業

高能率農業生産組織育成対策事業
農用地利用調整活動に助成 水田利用再編対策 600

1987 農業生産体質強化総合推進対策 水田農業確立対策 770

第
皿
期

1992 新しい食料・農業・農村政策の方向 水田農業確立対策 700

1993 農業経営基盤強化促進法 水田農業確立対策 676

1999 食料・農業・農村基本法 緊急生産調整推進対策 963

2002 水田農業経営確立対策 968

第
IV期

2003 担い手経営安定対策 稲作所得下落への補填 米政策改革大綱

資料：農業白書各年次より作成
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　1990年代はWTO体制の発足と，それに照応したわ

が国の農政転換（「食糧管理法」の廃止と「食糧法」

制定，「農業基本法」の廃止と「食料・農業・農村基

本法」の制定など）が急速に進められた時期である．

その際に，生産組織に関する施策もドラスティックに

変容・転換していると考えられるが，前述の研究から

はそのことを知ることはできない．生産組織を研究す

るに際しては，現段階での生産組織に関する施策はも

とより，これまで展開された施策をトレースし，現在

の農業政策のなかで生産組織がどのように位置づけら

れているか，またそれはどのように変遷してきたかを

明らかにすることが必要であろう．

　小稿ではわが国農政の生産組織に関する施策展開を

4つに時期区分し，その展開をみる．こうした時期区

分に関して田代（1993）は，生産組織に関する施策展

開を大きく2つに区分し，1965～78年までを構造政策

推進としての生産組織育成，1979～91年までを集団転

作の担い手としての生産組織育成であったとした．小

稿では，1991年までの時期区分は田代（1993）に依拠

しつつ，1992年の新政策以降の生産組織に関する施策

展開について，担い手としての位置づけという視点で

2つに時期区分した（表1）．

第1期：基本法農政から総合農政に
　　　かけての生産組織の育成
　　　　（1961年～70代初頭）

　1．「農業基本法」農政期

　1955年から61年にかけてわが国は新鋭重化学工業を

基軸とした第一次高度経済成長期をむかえる（暉峻，

1996）．そして高度経済成長に必要な労働力の動員が

農政に求められた．この間，農工間所得格差が拡大し

ていくが，経済成長によって農村の過剰人口が吸収さ

れれば規模拡大が進展するという認識のもと，1961年

に「農業基本法」が制定された．

　r農業基本法」と，そのもとでのr基本法農政」

（1961～65年）では，零細農耕が低生産性の原因であ

り，それを打破することにより農工間所得格差を解消

するというロジックで農政が展開された（田代，2003）．

すなわち，「選択的拡大」による農業生産力の増進を

図りつつ，「農業構造改善事業」（零細圃場を改善し，

生産基盤整備を行う）によって，生産性が高く他産業

従事者との所得均衡を目指す経営，「自立経営」の育

成を目指し，それが日本農業の中心的な担い手となり，

そのもとでr農業が自立的産業となることを目指した」

ものであって，自立経営の育成こそ基本法農政の主眼

だった．

　他方で「協業」（協業とは，共同経営，共同作業，

共同利用を含む，さまざまな形の共同化である）の助

長も目指される．すなわち，r自立可能な近代家族経

営は，経済発展のもとで高度な機械技術（トラクター

などの機械・施設）や高度な商品生産（畜産や果樹作

など）を導入するさいに，他の家族経営と協業組織や

協業経営を結成し，それによって自立性を確保しうる

とされた（協業組織や協業経営による自立経営農家の

補完）」（暉峻，1996）．したがって，協業組織は「自

立経営を補完するもの」という位置づけであった（暉

峻，1996）．

　さて，農政においても1965年からの5年間にわたる

時期に実施された協業経営への施策は「高度集団栽培

促進事業」であった（1965年農業白書）．この事業は，

構造改善事業等により圃場条件が整備されている地域

に，主として米麦を対象とする「大規模かつ高度な集

団栽培」（団地化，品種統一）の普及を図ることによっ

て，農業生産性の向上，生産の増大を目指したもので

ある．そのために，高性能機械の導入を促進すること

が重視され，ハード事業を中心としたものであった．

　この背景にあったものは，協業ないし集団的な営農

という実態として，愛知県の集団栽培が注目されるよ

うになったことである．

　基本法農政下では「生産組織」という文言はまだ登

場しないが，「協業組織」という点では，自立経営の

「自立性を確保」する補完的組織という位置づけであっ

た．

　2．総合農政期

　r構造転換期」とよばれる1965年不況を経て，わが

国は1966～70年にかけて第二次高度経済成長をとげる．

この間，1967年r構造政策の基本方針」，1968年r総

合農政の展開について」，1969年「農政審議会答申」

等によって，いわゆる「総合農政」が推進される．総

合農政は「大規模かつ生産性の高い近代的農業の育成」

と，米過剰問題への対処を主たる課題とした（田代，

2003）．

　さて，「育成すべき経営」が，基本法農政下での

r自立経営」から，地域・集団のなかで周辺兼業農家

とのかかわりで賃借・作業受託をはかるr中核農家」

に方針転換されたのが総合農政期である．基本法農政

が育成を目指したr自立経営農家」は，勤労者世帯と

の所得均衡を目指したものであるが，総合農政が担い

手として位置づけた「中核農家」は，基幹的男子農業
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専従者のいる農家であって，もはやこの時点では他産

業従事者との所得均衡は目指されなくなったといえる．

　ところで，r生産組織」の育成は1960年代末の総合

農政期から政策的に推進されるようになる（田代，

1993）．すなわち，1966年の農業白書でr日本農業近

代化のためには自立経営・高位生産性農業のいっそう

の育成が必要」であるが，そのためには「広範に存在

する兼業農家層をも包摂した集団的生産組織を強化」

する必要があるとの認識が示され，ここにはじめて

「集団的生産組織」という文言が登場する（1966年農

業白書）．

　1967年には，農業経営規模の拡大を目指してr構造

政策の基本方針」が策定された．その内容は，農用地

を整備し，農地流動化を進め，機械化を促進するとと

もに，集団的生産組織（協業）を助長するといったも

のである（1967年農業白書）．この時農政は，生産組

織がr自立経営への階梯的役割」を果たすことを強調

していることから，自立経営の育成という構造政策を

推進するものとして生産組織を位置づけているものと

考えられる（田代，1993）．

　これをうけて，1968～72年には，作業規模の拡大と

栽培管理技術の高位平準化によりr高能率収益生産」

を達成するために，栽培協定，機械・施設の共同利用

等を行う集団的生産組織を育成することとし，そのた

めの助成として，「集団的生産組織育成対策事業」を

実施した（1968年農業白書）．具体的には，組織が行

う研修講習会，打ち合わせ検討会等の開催に対する助

成であって，ソフト事業を中心としたものであった．

　また，1969年からは経営規模の拡大および生産の組

織化によって，自立経営が地域農業の中核的地位を占

めることを目指して，第二次農業構造改善事業が開始

された（1969年農業白書）．

　1970年に，第63回特別国会で成立した「農業協同組

合法の一部を改正する法律」で，農業経営を行う農事

組合法人につき，組合員資格および員外従事者に関す

る制限が緩和された．

　また同年には，農地法の一部改正もなされる．この

1970年の農地法改正のポイントは，①規模拡大を進め

るために農地保有面積と雇用労力制限の撤廃，②賃貸

借による農地流動化を促進，③農地保有合理化事業へ

の助成を実施，④集団的生産組織の育成と土地の効率

的利用を進めるため，農業生産法人の要件を緩和する

ということである（暉峻，1996）．

　以上のように，第1期での生産組織の位置づけは，

農政としては基本的に自立経営ないし中核農家を育成

することを目指し，自立経営の育成がそれほど進まな

いなかで，協業経営はさしあたり「自立経営を補完す

る」ものであったが，他方で，生産組織は中核農家を

生み出すもの，すなわち個別経営を生み出すいわゆる

培養基という「構造政策を推進する場」として位置づ

けられていた．そのために，構造改善事業により大型

機械の導入を促進し，その受け皿として共同利用組織

の立ち上げを推進した．また，2度にわたる農地法の

改正によって農地の流動化を促進する一方で，中核農

家を中心とした農業生産法人制度を創設し，その要件

を緩和するといった施策を打ち出したのである．

　第1期の特徴は，生産組織は地域農業とのかかわり

で農政上位置づけられたわけではなく，大規模農家を

育成するための「場」ないし「培養基」として位置づ

けられていたことである．

第1【期：地域農政から新政策までの
　生産組織育成（1971年～91年）

　1．地域農政期

　1971年の「ニクソン・ショック」に引き続き，73年

には「オイル・ショック」が起こり，第二次高度経済

成長は終焉をむかえる．「高度成長で貿易黒字を稼ぎ，

それをもって海外からの安い農産物を輸入することが

前提」であった総合農政は破綻する（田代，2003）．

　この間は兼業化が進んだ時期であった．1970年に兼

業農家数は451万戸となり，ピークをむかえる（兼業

農家率84．4％）．H兼がピークになるのはその5年後

の1975年であり，308万戸（62．1％）に及んだ．同時

にこの時期は，米過剰による減反が本格的に始まった

時期であって，米価も抑制を余儀なくされた．

　地域農政下では，総合農政に引き続き中核農家を中

心的担い手とする，地域ぐるみの「農業生産組織化」

が強調された．兼業深化と交易条件の悪化のもと，中

核農家を中心に転作の集団的実施が必要な地域農業を

支えていく必要性がうたわれた．

　生産調整・転作を行いながらも，大規模経営創出の

ための構造政策を推進するためには，兼業農家，さら

には土地持ち非農家まで含めた地域ぐるみの話し合い

と合意形成による農地利用の調整が必要だった．つま

り，総合農政期には，大規模経営に展開するものとし

て中核農家が位置づけられたが，この時目指されてい

たのは，こうした中核農家への農地集積を促進するこ

とであった．したがって，1975年r農業振興地域の整

備に関する法律」（農振法）の改正によって，「農用地

利用増進事業」が開始される（同事業は，1980年には
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「農用地利用増進法」に格上げされる）．

　この間の生産組織に関する施策展開をみておこう．

1973年から5年間は，中核農家の育成とあわせて，

「高能率集団的生産組織育成対策事業」を実施した

（1973年農業白書）．この事業の目的は，r高度な農業

技術，高能率な機械・施設の導入とあわせ，農業の担

い手として専業的農業者群を中核とする高能率な集団

的生産組織を育成」することにある．これは専業的な

農家群を中核とする農作業の受委託組織，協業経営組

織等を計画的に育成するための助成であって，機械化

の進展を契機とした共同利用組織の育成であった（農

業生産組織編，1980）．

　他方で，機械化の進展にもかかわらず農地流動化の

停滞が規模拡大を阻害することが顕著になってきたた

め，これを作業受委託により切り抜けるための施策と

して1975年に，r土地利用型農業中核小集団育成対策

事業」（1975～76年）が発足した（1975年農業白書）．

この事業は，土地利用型農業における担い手の確保を

図る観点から，少数の中核農業者で組織された作業受

託を中心とする生産組織の育成を図るものである．そ

の結果として，1970年代に入ると，集団栽培組織は減

少傾向をたどり，かわって作業受託組織が急展開をみ

せる．

　ところで，1977年の「水田総合利用対策」（生産調

整目標面積21．5万ha）から78年の「水田利用再編対

策」（目標面積39．1万ha）へと生産調整が強化されな

がら常態化していった．こうした転作の常態化によっ

て，本格的に稲作からの転換が目指されたのである．

　こうして複合農業が追求されるにいたり，1977年か

らは，r複数の作目を対象として生産性の高い安定し

た農業生産を行うため，集落機能を活動しながら農作

業の受委託，機械・施設の共同利用または協業経営を

行うとともに，経営部門間の補完関係を確立し，農業

生産力水準の向上を図る組織の育成を図る事業」とし

て，「農業生産組織総合整備対策事業」が実施された

（1977年農業白書）．事業内容は複合経営生産組織の育

成調査指導，同生産組織の活動強化といったソフト面

での助成である．

　また同年には，「高能率な営農集団による土地利用

型農業の推進ならびに水田の総合利用による転作の集

団的な推進とその定着化のための諸条件の整備を図る」

ために，土地利用型農業において「土地利用型集団営

農推進特別事業」を行った．これは，高性能機械・施

設の導入により土地生産性，労働生産性の高い集団的

生産組織の育成を図ることであった（1977年農業白書）．

　r地域農業生産総合振興対策」（1979～81年）は，

転作の確立・推進と麦，大豆生産拡大を図るため，農

業生産組織の育成を推進した（1979年農業白書）．転

作を地域に浸透させるためにも集団転作が推進される

が，その主体として集団的な生産組織が育成されるこ

ととなる．

　1980年には「地域農業組織化総合指導事業」が創設

された（1980年農業白書）．この事業で，地域農業の

振興を図るために集落における自主的な活動を促進す

るための各種指導事業が実施された．地域農業の組織

化をソフト面から支援したものである．

　2．ポスト地域農政期

　この時期からは国際化が進んだとされる．またこれ

以降は農政に公式な名称がつけられなくなる（田代，

2003）．

　さて，1982年8月に農水省は，農政審議会答申r80

年代の農政の基本方向の推進について」の中で，「地

域農業集団」という文言を登場させる（梶井，1984）．

梶井（1984）によれば，この地域農業集団は，生産性

の高い農業の実現のためには，「地域農業の組織化」

が必要であるという認識のもと，「作物の選定，作付

けの団地化，地力の維持，農地の権利関係や利用関係

の調整，農作業や機械利用の効率化，副産物その他地

域資源の活用等の地域における諸活動が，農業者の話

し合いと協力によって自主的かつ有機的に行われるよ

うな仕組みが必要」とした（梶井，1984）．このため，

「集落等を基礎とし，中核農家や兼業農家を含め，地

域の土地利用や農作業活動についての話し合いや合意

形成，共同活動を行う地域農業集団の活動を促進する」

としている（梶井，1984）．このr地域農業集団は，

農用地利用増進法に基づく農用地利用改善団体と同様

の機能を有することから，これを同団体として育成す

る」としている（梶井，1984）．

　これが意味するところは，「こうした地域農業集団

の活動を基礎として，中核農家や高能率な生産組織の

育成が図られるとともに」，「水田地帯等における農業

経営の複合化への積極的な取り組みの進展が期待され

る」という表現が的確に示しているといえよう（梶井，

1984）．

　また，地域農業集団は，r農用地を中心とした地域

農業資源の利用調整を行う地縁的な組織であり，共同

利用組織，受託組織，協業組織といった生産の機能的

な面で結合した組織である農業生産組織と概念上は区

別」されるものである（農政課監修r地域農業集団育
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成の手引」）．

　梶井（1984）によれば，地域農業集団は，利用調整

を行う地縁組織であって，基本活動は調査，話し合い，

計画づくり，斡旋などにとどまり，集団としては直接

に生産行為にかかわらない．かくして，地域全体の生

産性の向上をうたいながらも，目指すものとしては，

中核農家への農用地利用の面的集積であり，その手段

として地域ぐるみの合意形成が必要というものである．

　農水省はあくまで中核農家を育成するために，農地

集積を促進するという構造政策をそこに期待した（梶

井，1984）．したがって，この間に打ち出された施策

をみると，1982年から86年までは，r新地域農業生産

総合振興対策」が実施されるが，これは，農業の生産

性の向上と転作の定着化，地域農業の複合化等を目指

したもので，生産組織の育成をはじめとする生産条件

の整備であった（1982年農業白書）．

　この間，r地域ぐるみで水田利用再編対策の推進」

が目指されたが，同時に，「中核農家を中心に第二種

兼業農家等をも幅広く包摂した地縁的集団として地域

農業集団を広範に育成し，この集団による農用地の利

用調整活動等を基礎として，中核農家の規模拡大や高

能率な生産組織の育成等促進することによって地域全

体として生産性の高い農業の実現を図っていく必要が

ある」（1982年農業白書）としている．

　同事業に並行して，1983年には，地域農業集団の行

う農用地等の利用調整活動等に助成するr地域農業集

団育成事業」とともに，土地利用型農業の規模拡大と

生産性向上を実現し，その体質強化を図ることを目的

としたr高能率農業生産組織育成対策事業」が実施さ

れた（1983年農業白書）．

　つまり，農政サイドが提言した地域農業集団は，中

核農家を中心に第二種兼業農家を包摂した地縁的集団

のことであって，転作の集団化が求められるなか，兼

業農家を取り込みつつ中核農家を育成することを主眼

としているといえよう．したがって，農政がくりだす

施策としても地域農家を組織し，そこでの合意形成に

よって中核農家に農地を集積することが目指される．

　1987～91年まで「農業生産体質強化総合推進対策」

が実施され，r地域輪作農法の確立」が強調される．

集落の範囲を基本に，関係農家の総意に基づく合理的・

一体的な営農および生産コストの把握，管理を行う農

場的生産組織を育成した．

　一方で，大規模経営創出のために，圃場の大規模化

が進められたが，この時圃場の大規模化にセットされ

た生産組織の育成が目指された．そこでは中核農家の

規模拡大および農業生産組織化により高能率機械化営

農を確立させ，水田農業確立対策の推進・転作の定着

を図るために，水田の汎用化を含めた条件整備として

1986年には「高度利用集積大区画圃場整備事業」，89

年には「低コスト化水田農業大区画圃場整備事業」が

実施された．

　1991年からは構造政策と連携した圃場整備事業にリ

ンクし，農業生産の大規模な面的集積を図る「21世紀

型水田農業モデル圃場整備促進事業」が実施された．

この事業は，個別及び組織によって，2ha以上団地

化された農地での基幹3作業が，工区の50％以上で実

施された場合，基盤整備にかかる償還金が圧縮される

ものである．こうして基盤整備にセットされた生産組

織化が登場するようになる．

　1990年～92年まで「水田農業確立後期対策」が推進

されるカ㍉そこでは「集落営聲を実施する生産組織の

育成」をうたっている．この間に，rとも補償」とと

もに，集団転作の結果として支払われるr地域営農加

算金」が登場した．この地域営農加算金は，個別農家

ごとではなく，地域（集落）単位に支払われるもので，

それによって共同で機械導入するなど生産組織の組織

化が進められた．

　第H期では，1980年から87年にかけて生産調整目標

面積が535haから770haへと拡大・強化されていく．

担い手とされる中核農家を育成するためには，集団化

による転作対応が不可欠とされた．転作対応には集団

化が必要であるという認識のもと，集団化した組織の

中心に中核農家をおき，それを担い手として位置づけ

た．

　この時期でもやはり担い手とされるのは個別経営す

なわち中核農家であり，生産組織は中核農家を析出す

るものとされた．つまり，第1期から第H期にかけて，

生産組織は担い手とはみなされず，担い手を析出する

という位置づけしか付与されていなかった．こうした

傾向が大きく転換されるのは1992年の「新しい食料・

農業・農村政策の方向」（新政策）においてである．

第皿期：新政策から新基本法にかけて
の生産組織育成（1992年～2002年）

　1．「新しい食料・農業・農村政策の方向」期

　「ガット・ウルグアイ・ラウンド」の妥結を目前に

控え，「わが国農業の足腰を強めること」を主眼にし

て，1992年6月に提示された「新しい食料・農業・農

村政策の方向」は，今後の食料政策，農業政策，農村

政策の展開にあたっての政策理念とそれに基づいた政
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策展開の方向を示している．とりわけ構造政策につい

ては，「農業を職業として選択し，魅力とやりがいあ

るものとするため，他産業並の労働時間（年間1，800

～2，000時間）と生涯所得（2～2．5億円，年間約700

万円）を目標とする農業経営」の育成を掲げた．この

いわゆる「育成すべき経営体像」は，これまで農政が

育成対象としてきた「自立経営農家」や「中核農家」

と，それを析出することが期待された「協業経営」，

「生産組織」といった経営概念のかわりに，「個別経営

体」（個人または一世帯による経営体）とr組織経営

体」（複数の個人または世帯による経営体）を新たに

示した．

　これと軌を一にして示されたr農業構造及び経営の

姿」では，10年後（平成12年）の農業構造の目標（到

達点）を，35～40万の個別経営体と4～5万の組織経

営体が農業の8割を占める姿を描いた．稲作でいえば

10～20ha規模の「個別経営体」15万戸程度，35～

50ha（1～数集落程度）の「組織経営体」2万戸程度

が，水田稲作の大宗（6割程度）を占めるとしている．

　こうした農業構造を創り出すための具体的な方策と

しては，1993年5月の農政審議会r農業構造・経営対

策の課題と方向」によれば，①農業構造と経営改善を

一体化した目標の明確化，②農地流動化の推進（過去

10年間の農地流動化実績の2～3倍に相当），③農地

の団地的利用の促進，④規模拡大等にともなう経営管

理，雇用管理等の問題への対応，⑤経営体を担う人材

の育成・確保があげられている．

　端的にいえば，一方では農地流動化の推進による個

別経営の規模拡大を目指し，他方では農業生産組織を

育成し，その法人化を進めることにあったと考えられ

よう．

　これをうけて1993年にはr農用地利用増進法」を

r農業経営基盤強化促進法」へ改正した．同法は，r効

率的かつ安定的な農業経営を育成し，これらの農業経

営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立

する…　　ための措置を総合的に講ずることにより，

農業の健全な発展に寄与する」ことを目的にしている．

　主な施策は，r効率的かつ安定的な経営」に発展す

るものとしてr認定農業者制度」を創設し，農業経営

基盤の強化を推進する担い手としてr農地保有合理化

法人」を法的に位置づけた．他方で，「農業生産法人」

の要件を緩和し，担い手の一形態として期待し，農業

生産法人の育成を進めた．担い手の不足がみこまれる

地域では「特定農業法人」制度を創設した．特定農業

法人は，「地域ぐるみで農用地の利用改善を進めてい

く場合に，とくに農用地の受け手がいない地域等にお

いて，地域の農用地の利用を集積して適切に管理し，

有効利用する農業生産法人を特定（特定農業法人）し，

これに農用地の利用集積を進める制度である．

　この時，生産組織は個別経営体ないし組織経営体を

析出するという構造政策を推進するという位置づけで

あり，法人化によってそれが加速されることとなる．

　個別経営体になるものとして認定農業者を位置づけ，

それへの農地集積を進めるための事業として農地保有

合理化事業がある．他方で，担い手がいない地域では

集落営農の担い手化，組織経営体化ということから，

基本的に個別経営を育成し，それができないところ，

すなわち中山間地域では特定農業法人ということにな

ろう．

　ところで1993年にガット・ウルグアイ・ラウンド農

業合意が妥結した．わが国ではウルグアイラウンド妥

結に際し，農業への手切れ金という批判もあるが，農

業経営対策，農業生産を高度化するための基礎的条件

の整備対策，中山間地域等農山村地域対策等の国内農

業の競争力をあげることを目的に，総額6兆100億円

におよぶ「ウルグアイラウンド農業合意関連対策費」

をつくった，こうしてr効率的・安定的経営」育成の

ための条件整備が整えられることとなった．

　2．「食料・農業・農村基本法」農政期

　WTO体制下で国境措置の縮小・撤廃が進み，他方

で価格支持政策の縮小・撤廃と国内助成水準の漸減が

進む中，わが国農業の将来をみすえ，今後の農業政策

の基調となる新たな農業基本法が打ち出された．1999

年に公布・施行された「食料・農業・農村基本法」が

それである，農業の担い手との関わりが強い構造政策

については，基本法の21条で，「国は，効率的かつ安

定的な農業経営を育成し，これらの農業経営が農業生

産の相当部分を担う農業構造（望ましい農業構造）を

確立するため，営農の類型および地域の特性に応じ，

農業生産の基盤の整備の促進，農業経営の規模拡大そ

の他農業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずる」

とした．

　一方で，第28条には，r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」とした．

　これは，「効率的かつ安定的な農業経営」が生産の

相当部分を担う農業構造を確立するため，こうした経
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営を支える（補完する）組織として，集落営農や農作

業受託組織など農業生産組織を位置づけ，活動促進に

必要な施策を講じるものとして捉えられたかにみえた．

しかし，安藤（2003）によれば，新基本法の第28条の

表現は曖昧であるとし，「農業経営基盤強化促進法に

基づく市町村基本構想の見直し等について」（1999年）

の解釈から，集落営農はもっぱら中山間地域において

緊急避難的なものとして想定されていること，さらに，

その集落営農も経営体育成の母体となるものであって，

「効率的かつ安定的な農業経営を創出するための母体

であり，構造政策上はあくまで過渡的な存在として捉

えられている」とした（安藤，2003）．

　こうした点は，基本的に新政策を踏襲したものであ

り，農政としては個別経営体（新基本法第22条で農業

経営の法人化を推進）および組織経営体を育成するこ

とが目的のようである．つまり，生産組織（集落営農）

は個別経営体を育成する母体（培養基）ないしそれ自

体が（効率的かつ安定的経営な）組織経営体となるも

のとして位置づけられているといえよう．ともかくも，

経営体の育成母体としての位置づけが強調されている．

　こうした経営体が地域農業を担った結果としてもた

らされるであろう農業の姿は，「食料・農業・農村基

本計画」にあわせて示された農業構造の展望では，近

年の趨勢等を基に，2010年度におけるr効率的かつ安

定的農業経営」を，家族農業経営33～37万戸程度，法

人経営および生産組織3～4万戸程度としている．し

かし，2000年農業センサスから浮かび上がった事実は，

大規模経営への農地の利用集積は着実に進展している

にもかかわらず，大規模経営の戸数増加率は低下し，

規模拡大のテンポの鈍化がみられることである．また，

r平成14年度食料・農業・農村白書』も，r現状のまま

では望ましい農業構造の実現はきわめて厳しい」とい

う認識であった．

　そうしたなかで，米政策の再編・生産調整の限界感

が叫ばれるようになり，米政策の転換にセットされて，

農業構造改革が打ち出されることになる．「米政策改

革大綱」がそれである．

　第皿期の特徴をあげるとすれば，1992年の新政策を

うけて，生産組織は組織経営体として位置づけられ，

農地を経営し，それ自体が担い手になることが期待さ

れた．これまでの中核農家・担い手補完という位置づ

けから大きく転換された．この傾向は新基本法でも同

様であった．ただし，第皿期は第1期，第H期同様，

あくまで構造政策の中だけの位置づけであった．

第IV期：米政策改革大綱と
生産組織（2003年以降）

　農政は，稲作部門において特定の担い手に農業生産

資源の集中が十分に進まなかった要因として，①長期

的にみると農業所得の確保に配慮した米価政策が続い

たこと，②農地価格の上昇にともなう農地の資源的保

有傾向の強まり，③機械化体系の確立等により兼業農

家が稲作を継続したことをあげている．とりわけ兼業

農家の存続を可能にし，担い手に農地・経営資源が集

中しなかった要因として①および③をあげている．

　「農業構造の展望」が描くような担い手への農業資

源集中という農業構造の変動が進まないなかで，米政

策の改革を進めようとしたものが，今回の「米政策改

革大綱」に代表される，米政策の構造改革である．す

なわち米政策を抜本的に改革し，育成する経営に農業

施策を集中することで，水田農業の構造改革を進めよ

うとするものである．

　しかし，農水省がいみじくもr平成14年度食料・農

業・農村白書』で述べているように，「農業構造の展

望の実現性が低い」ことを認めたうえで，「とくに稲

作部門の構造変動を進めることを喫緊の課題」とした

ことから，米政策の改革が実施されることになった．

　この間の経緯としては，2000年に，r生産調整の今

後のあり方等について検討」するため，学識経験者，

生産者団体，地方公共団体等から構成される「生産調

整に関する研究会」が設置され，「水田農業政策と米

政策の全般にわたって抜本的な見直し作業」が行われ

た．同研究会は，2002年11月29日に水田農業のあり方，

流通制度のあり方，担い手の育成と水田利用のあり方

に関する施策の展開を柱とする「水田農業政策・米政

策再構築の基本方向」を取りまとめ，これをふまえ，

2010年までに「米づくりのあるべき姿」の実現を目指

した水田農業政策・米政策の大転換を内容とするr米

政策改革大綱」を2002年12月3日に決定した．

　米政策改革大綱は3つの柱からなっている．すなわ

ち，①生産調整を推進し，地域の特色ある水田農業を

展開させるメリット措置であるr水田農業構造改革」

（産地づくり対策と稲作所得基盤確保対策），②生産調

整を実施する担い手の所得減を緩和するためにもうけ

られた「担い手経営安定対策」，③豊作による過剰米

を主食用とは区分出荷させ，米価の安定を図る「集荷

円滑化対策」である．

　小稿の課題に即せば，「担い手経営安定対策」が問

題となる．担い手経営安定対策の加入対象者は，都府
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県4ha以上の認定農業者と20ha以上の「集落型経営

体」とされた．規模要件には知事特認がもうけられて

おり，規模拡大が困難な地域では概ね8割まで緩和が

可能とされた（中山間地域では5割まで可）．ここで

問題とされるのはr集落型経営体」の定義ないし要件

である．経営規模にはある程度の柔軟性をもたせてい

るが，生産から販売までの経理の一元化と5年以内に

法人化，他産業従事者並の所得水準を目指すといった

要件を満たす生産組織はそれほど多くはないものと考

えられる．

　ともかくも，「米政策改革大綱」では，限定的とは

いえ，生産組織も経営政策の対象とされた．1992年の

新政策が生産組織を組織経営体とし，担い手として位

置づけたが，「米政策改革大綱」はその流れの中に位

置づけられよう．しかし，担い手として位置づけられ

るには，さまざまな要件が課されており，その要件を

満たすものには経営安定対策をはじめ，施策を展開す

ることになっている．新政策よりも選別的であって，

構造政策の主たる対象として強く位置づけられるもの

である．加えて，新たに経営政策の対象として位置づ

けられたことが1～皿期と大きく異なる点である．生

産組織は，よりいっそう経営体としての展開を迫られ

るようになるのが第IV期の特徴だといえる．

生産組織の位置づけと今後の展望

　生産組織に対する施策は，農業基本法制定から「新

しい食料・農業・農村政策の方向」（1992年）以前ま

でと，「新しい食料・農業・農村政策の方向」以降に

大きく2つに分けられた．すなわち，新政策以前は，

生産組織は個別大規模農家のいわば培養基としての位

置づけであったが，新政策の提示以降は，生産組織そ

れ自体がひとつの担い手（組織経営体）として，農政

上は位置づけられた．

　上記2つの時期は，さらにおよそ4つの段階に細区

分される．すなわち，前者は，①基本法から総合農政

までの，個別農家に農地を集積することを目指した構

造政策を推進するうえでの集団化（第1期）と，②地

域農政期から新政策直前までの，構造政策を進める・一

方で，生産調整の強化に対応できるように，集団的営

農がめざされた時期（第H期）である．後者は，③

1992年の新政策から新基本法農政までの，経営体とし

て位置づけてその育成をはかろうとした時期（第皿期）

と，④米政策改革大綱において，担い手経営安定対策

（「集落型経営体」の要件である20ha以上の規模に加

えて経理の一元化および法人化が前提）の対象とされ

た時期（第IV期）である．最近では，生産組織は，そ

れ自体が担い手となって構造政策を進めるものとして

位置づけられている．

　かくして生産組織に対する政策は，構造政策の推進

という限定的なものから（第1期），それと同時に生

産調整の担い手としても生産組織を位置づけ（第H期），

しかし個別経営だけでは構造政策の目標を達成しがた

いと判断するや，生産組織それ自体も担い手として位

置づけるようになった（第皿期）．さらに，米政策が

大きく転換されるに至り，「米政策改革大綱」で打ち

出されることとなった「担い手経営安定対策」では，

生産組織も限定的ながらその対象とされることとなっ

た（第IV期）．生産組織の経営体として位置づけがいっ

そう明確にされるまでになったのであって，生産組織

の育成目的の変遷が顕著である．

　最後に，農政の意図とは対照的に，品川（2003）や

中田（2003）の研究は，任意組織の「水稲サービス事

業体」の展開が地域農業の維持にとって重要な意味を

もつことを強調している。こうした研究をふまえれば，

農水省が考える生産組織の位置づけが果たして現実的

かどうかが検討されるべきであろう．この点は農業セ

ンサス分析や実態調査にゆだねられるが，現実には地

域農業の確立ないし農地保全，さらには地域農業を担

う個別経営の所得確保・維持にとって，経営体化して

いない生産組織の展開が欠かせない場合が少なくない．

つまり，農家を補完している生産組織についても政策

的に位置づける必要があることを指摘して結びにかえ

たい．
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Summary 

The number of the collective groups for agricultural production is gradually increasing, that 

is worthy remarkable. In this circumstances, it is necessary to trace agricultural policy to-

wards collective groups. The purpose of this study is to provide agricultural policy toward 

collective groups for agricultural production that is supposed to support agriculture or farm 

household. This study divides the agricultural policy toward groups into four stages. The 

first stage was from 1960' to 1970', when agricultural policy aimed that groups for agricul-

tural production is incubator for making large-scale farm household. From 1970' to early 

1990' was the second stage when agricultural policy in addition assumed that the groups was 

subject to set aside. The third stage was accounted from 1992 to 2001. At that period, agri-

cultural policy helped that groups to become organized farm. Fourth stage is from 2002, 

when the groups for agricultural production is targeted by 'management policy'. But the 

management policy would limit to support the groups. If so happens, the groups for agricul-

tural production may not subsist from now on forward. 


