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平成21年度農林水産政策研究所シンポジウム             早稲田大学 柏 雅之      

 

人口規模縮小下での条件不利地域政策のデザインを考える―日欧の比較をとおして― 

 

１．日本の中山間地域等直接支払制度 

 

（１）西欧と日本の条件不利地域直接支払制度 

条件不利地域政策の発祥地イギリスに代表されるように、西欧の条件不利地域（LFAs）の農業

の多くは、少数の農家が放牧畜産など粗放的農業で大量の農地を利用・管理するケースが多い。

そこでの直接支払いは支払金の単価が相対的に低くとも（たとえば日本の中山間地域等直接支払

制度の１割程度）所得補償といえる効果を農家にもたらした。 

これに対して、大量の零細規模農家によって複雑な地形の傾斜水田が維持管理されてきた日本

では高単価であっても、そこでの直接支払いは西欧のような所得補償効果は本来望めない。 

日本農政が西欧流のLFA直接支払政策を導入しようとしたときの大きな障壁がこれであった。

それに対して日本農政は、個人配分額をできるだけ共同取組活動にまわし、農地管理を目的とし

た自由度の高い資金とすることで、地域資源管理支援システムを集落レベルで構築させようとし

た。中山間地域等直接支払制度は、耕作放棄防止への意識を高め一定の効果をもたらしたのみな

らず、多様な共同取組活動や集落協定策定、運営のプロセスのなかでソーシャル・キャピタルが

萌芽的に形成されるなど、多様な成果を生み出してきた。本制度の大きな成果である。 
 

（２）人口的限界の到来という衝撃 

 日本と西欧の条件不利地域問題を比較する際の重要なポイントは人口問題である1。日本では

1960年代から大量の農山村人口が一部の都市圏に移動して過疎化が生じ、50年間近く続いたその

結果、人口自然現象の急速な進行が終局に至ろうとしている。人口規模の甚大な縮小・高齢化（「人

口的限界」）である。それは今後新たな挑戦を行うための物理的基盤を奪い、先人らのあらゆる

努力の成果を台無しにしかねない力をもつ。 

他方で、西欧の場合、人口密度希薄地域や、一部にハイランド（スコットランド）などにみら

れる人口減少地域もあるが、その多くは長期かつ激甚な人口減少を経験してきてはいない。両者

間に産業立地や国土条件の大きな差があるからである。LFAの直接所得補償が、その目的とする

「 低限の人口維持」をかなえてきたことも要因の一つにあげられるかもしれない。こうした点

に日本特有の困難さが浮彫りとなっている 

日本も長期的には脱重化学工業化という産業構造の転換などの下に中山間地域にも明るい展

望は十分描きえる。しかし少なくとも当面は人口空洞化の波を避けることは困難である。 

報告者が多くの「優良事例」を訪れて思うことは、その努力の賜物を継承する「ひと」が不在

化する懸念と、それにどう対処すべきかである。多くの中山間地域で予想される人口空洞化に耐

えられる仕組みをもった地域営農の担い手システム形成が多くの地域でなされているとはいえ

                                                      
１ 集落ぐるみでの水管理等が必要で、草刈り等の管理作業が大変な水田農業と放牧畜産という差異も重要であ

ることは言及するまでもない。 
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ない。田代（2006）が「中山間地域直接支払いは集落機能維持活性化交付金となった」と述べ

たことは、マクロでみれば本制度をもってしても持続的営農システム形成は困難だったことを示

唆する2。 
 

（３）中山間地域等直接支払制度が機能する前提条件 
中山間地域等直接支払制度は、一定の人口賦存量とそれをベースとした集落の活力が前提とな

ってうまく機能するものである。しかし、今後多くの地域でその前提条件が崩れる可能性が高ま

っている。人口問題は、本制度が期待したシナリオをもたらす立脚基盤を掘り崩しうる。 
今後、多くの中山間地域では、人口動態が大きく急速に悪化することは大勢としては避けられ

ない。とするならば、中山間地域等直接支払制度も、こうした与件変化に対応した運用方法を検

討する必要がある。そして人口空洞化を見据えた資源管理とは、「おおぜいの人間が大量の農地

を稠密に管理する」という従来の発想からの変化を迫られるものである。 

  
（４）中山間地域等直接支払制度の実効性ある運用―耕作放棄拡大への「防波堤」の用意を― 

中山間地域等直接支払制度は万能薬ではない。本制度は営農・資源管理（耕作放棄防止）分野

を対象とする。人口扶養（所得）機能はない。予算規模も中山間地域維持の総合的対策としての

それではない。地域維持には省庁横断的な本格的施策が別途講じられるべきであり、本制度を孤

軍奮闘させてはならない。こうしたなか、本制度は委ねられた分野を対象に、なんとか人口空洞

化に対処しうる今後の運用方法を考えていく必要がある。 
もっとも、多くの優良事例が示す方向で今後も展開可能ならばそのように展開していくべきで

あろう。中山間地域といっても多様であり、人口的限界に直面していない地域やケースも少なく

はない。こうした状況が大勢を占めるのならばよろこばしいのであり、本報告を行う必要はない。 
しかし、「10年はもちろん5年先すら全く不透明」な状況が急速に広まるようであれば話は異

なる。本報告では、そうした多くの地域で今後急増すると懸念される問題を念頭においている。 
こうした地域では、営農崩壊・耕作放棄増大をくい止める「防波堤」「ストッパー」的機能を

もつ地域経営主体を一定の範域（旧村レベル）で用意していく必要があると考る。本報告のポイ

ントである。 
本制度は従来営農を担ってきた多くの農家に対しては人口扶養機能をもたないが、対象と運用

方法を工夫すれば新たな可能性がみいだせる点を排除すべきではない。 
誤解されないように述べておくが、報告者はこうした方向を、平地のように効率性をめざす「構

造改革」路線で考えているのでは全くもってない。何らかの形での地域営農維持・農地管理を、

人口的限界に抗して図るにはこうした防波堤的地域主体の検討を避けて通れないと考えている。 
 

（５）少数化した人間による大量の農地管理問題 
人口が少数化した中での農地利用・管理の選択肢は多様である。飯國や生源寺らが指摘してき

                                                      
2  田代（2006）p.80 を参照。 
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た山地畜産（放牧）への転換はひとつの可能性である3。与件変化への一対応形態となる可能性

はある。 
こうした方向は、少数の人間が大量の農地を粗放的に利用することを前提とした西欧型の条件

不利地域農業・資源管理方式へ接近していくことを意味する。それにともない直接支払金の意味

も西欧型へと変化する可能性がある。しかし、これは伝統的な稠密な利用管理形態の放棄であり、

その評価は多面的機能論からの慎重な検討を待つ必要がある。ただし、多くの中山間地域で早晩

予想される人口的限界は、少数化した人間が大量の農地を管理するための発想転換による何らか

の新たな仕組みづくりなしには農地管理のジリ貧状況をもたらすことに注意する必要である。 
こうした西欧型への「先祖返り」は、水田農業維持の場合にもありうる。ただし交付対象が西

欧のように個人ではなく、後述のように法人等の地域営農経営体となる可能性が高いと考える。

本報告では、畜産的利用ではなく、水田営農維持の可能性に焦点をしぼって論じていく4。 
 

２．人口減少にともなう担い手像の変化 
 
（１）個別対応の限界から集落営農へ、そしてその限界 

中山間地域では、農村高齢化・人口減少の進行に対応して担い手像が変化してきた（図１）。 

図の横軸は過疎化の進行、縦軸は少数の人間への利用管理の集中を示す。過去から長らく個別に

対応してきたが、それが困難になると、集落営農を形成して営農を維持してきた。 

多様なメリットが期待されてきた集落営農だが5、地帯を問わず、長期公平原則を前提とした

「無償性原理」6の高地代・低労賃型の地主組合的な組織にあっては、中核的な担い手を生み出

すことが本来困難であった。そして中山間地域で進行する過疎化は、その前提である長期公平原

則を早々に失わせるのみならず、オペレータの供給源自体を急速に縮小させた。 

こうしたなかで、組織の崩壊は相次ぎ、優良事例として表彰された事例も例外ではなかった。

つぎに特定農業法人制度の創出などを背景に、1980年代に主張されたような、地主組織の上に担

い手部分を擁したタイプの成立が古い集落営農の欠点を克服するものとして期待された（「二階

建て（重層的）営農集団」）。しかし、荒幡（1997）が分析したように、中山間地域などで期待

された特定農業法人制度は、1990年代後半になっても成立件数は少なく遅々としていた7。それ

はコア部分を見出すことの困難さが、中山間地域ほど大きかったことを意味する。また高橋

（1996）が論じたように、高齢化への対応として、集団は組織間連携をはじめ多様な組織再編の

努力もしてきたが8、不可逆的に進行する農村高齢化のなかでは根本的解決には至らない。 

担い手の推移をモデル的に示したが、地域によって跛行性が大きい。個別対応の限界から集落

営農への推移は多くみられるが（人口的限界から有名無実化したケースは相当多い）、次の「二

                                                      
3  飯國（2008）、生源寺（2000）などを参照。 
4 畜産的利用は水田利活用の補完なのか、あるいは別の論理で位置づけられるかについては別稿に譲る。 
5  永田（1993）を参照。 
6  梶井（1973）を参照。 
7  荒幡（1997）を参照。 
8  高橋（1996）を参照。 
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階建て営農集団」段階に至るケースは少ない。県農政などにより農用地利用改善団体の成立に至

ったものは比較的みられるが、そのコア部分の存在は極めて限られている。政策的支援の存在を

条件としたインキュベーションなどの新機軸によるコア部分の創出がない限りはいつまでも

「器」づくりに終始してしまう。 

 

図1 人口的限界の中で機能しうる担い手像の変化 

 

・少数の担い手への依存度（担うべき面積大） 

 

                                 (公的経営体) 

  市町村農業公社                                            市町村レベル 

 （1990 年代に登場）                              ・「 後の 後の受け皿」、終末的形態 

                               ・何らかの価値判断による粗放的管理 

 

                       地域経営法人 

                       旧村レベル 

・全戸出資、直払金集中（一種のパートナーシップ） 

                       ・多様なサービス供給が要請される 

                       ・高度の経営能力の必要性、計画的土地利用・管理 

サービスの強化 

                          ・日本農村型の「社会的企業」 

 

            

           二階建て営農集団 
            集落～旧村レベル 

 

 

 

 

     集落営農（高地代・低労賃型） 

          集落レベル 

               ・崩壊するケース続出 

 個別対応 

  

                          ・人口減（高齢単一世代化） 

・既存の地域維持・支援機能の後退  

注1） 現状は「個別対応」から「集落営農」への移行しつつある状況に概ね留まっている（名目

的あるいは未移行なケースも相当多い）。一部に「二階建て営農集団」もみられる。人口

的限界が進行するなか、萌芽的には「地域経営法人」の成立もみられる。 

注2） 高齢単一世代化進行すれば、地場土建業等の農業参入と直払金集中による担い手の一種と

しての期待も高まるが、あくまで補完的存在である。 

注3） 同様に、個別展開型経営の成立実態も、技術論・経営的に示唆するものは興味深いが、地

域の面的な担い手にはそのままではなり難いので、本図では省略した。 
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（２）集落営農の限界から市町村農業公社へ 

 個別対応あるいは集落営農の限界を乗り越えられない多くの地域ではどのような対応をとっ

たのか。その一形態が市町村農業公社による直接耕作である。1990年前後から、中国地域をはじ

めとして各地で市町村農業公社（第３セクター）設立による危機対応が自然発生的に相次いだ9。  

図１では、集落営農から左上への垂直上昇の動きとなる（点線の矢印）。農水省は当初は農地

法に反するとして抑止しようとしたが、新政策（1992）の「多様な担い手」の一つとして認めら

れ、農地保有合理化法人の資格も取得でき、中間保有による実質的な経営も可能となった。 

 しかし、その組織実態は「第２役場」ともいえ、また経営トップが形式的存在（首長など）で

あり責任と権限の所在も曖昧で、効果・効率性を追求する経営姿勢に乏しい「経営不在」のもの

が多かった。こうした高コスト体質の直接耕作型公社は、広域（市町村全域）を担い、また条件

不利度の高い圃場から委託されることもあって、その多くが経常赤字に苦しみ、市町村財政を圧

迫した。また私的担い手が見つかるまでの「中継」とされても、事実上それはほぼ不可能であり、

存在理由も不透明となった。 

 

（３）今後の方向を考える 

図１で強調したいのは、人口的限界が迫るにつれて、多くの人間で多くの農地を利用管理して 

いた状況の維持が困難となり、より少数の人間が多くの面積を担わざるを得ない状況に直面しつ

つあることである。図中に記された全ての段階を踏むわけではなく、一足飛びは多い。現在、後

述のように、事例的には旧村レベルでの対処を図る法人設立も萌芽的にみられるようになった。 

図の右上に、「（公的経営体）」とあるが、これは後述のストッパーとしての地域経営法人な

どの私的担い手形成の可能性を十分追求しても、それでも失敗した場合に、甚大な環境的ロス発

生を防ぐための 低限の粗放的管理のみを行う「 後の 後の受け皿と」して考えるべきであり、

こうした事態への移行（あるいは地域資源管理システムの崩壊）は何とか避けるべきである。 

今後の方向を考える。第一は、中山間地域集落の農家数や農地面積は過小であるため、複数集

落にわたって機能する「二階建て営農集団」を、インキュベーション事業などによって集団のコ

ア部分を創出するなどして形成していく方向である10。インキュベーションは、従来の特定農業

法人路線が十分に機能してこなかった欠点を補うものともいえ、その可能性を検討すべきである

（図２参照）。  

第二は、旧村レベル（小学校区）での 後の受け皿（防波堤）を創出する方向である。 

第一の方式は、地域・地区によって可能性は大きく異なる。人口的限界が集落機能を大きく脆

弱化させていくことを考慮すれば、残念ながら困難な地区が多数であろう。こうした可能性の斑
まだら

模様
も よ う

を考慮し、また中山間地域集落の過小性を考慮するならば、今後は旧村レベルでの 後の受

け皿も検討する必要が生じる。本報告ではこれを「地域経営法人」とよぶ。人口的限界が到来す

るなかで、旧村レベルでの「砦」を築いて崩壊にストップをかける方式である。 

今後、少数の担い手への依存が高まらざるを得ない状況になってくるが、その要請にこたえう

るシステムをどう構築するかが重要となる。 

                                                      
9   柏（1994）を参照。 
10  インキュベーションに関する経済分析は、前掲、柏（2002）を参照。 
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図２ インキュベーションによる地域営農集団のコアづくり 

 

３．施策における留意事項 
 

（１）投資的視座の重要性 

政策が「アフターケア」（社会政策や環境配慮的処理）や「当面の危機回避」的なものか、あ

るいは「投資」的なものかを峻別する必要性がある。後者を考える場合、問題は将来のリターン

を生みだす有為な投資対象が中山間地域ほど稀少なことである。ならば、そうした投資対象たり

うる地域営農主体を新規に創出すべきである。地域営農の「コア」を創出する図２のようなイン

キュベータなどは、有望な投資対象の一例といえる。 

 

（２）広域レベルでの地域営農の頼りになる「コア」の創出 

本来、多数の農家が存続し中山間地域農業が維持されていくこと（中山間地域等直接支払制度

の発想の原点）が多面的機能論からも望ましい。しかし、それが人口的に困難となるのならば、

少ない担い手で多くの面積を、粗放的管理も含めて維持していくシステムに置き換えざるをえな

い。「広域」とは、直接支払金収入を含めた採算で赤字とならない規模、そして直接支払金の運

用等で比較的に合意形成のしやすい地域単位という意味から旧村が有力な候補と考える。 

大きく縮小する農村人口の中にあって、中型機械適用可能な圃場（相対的優良地）の基幹作業

部分を広域（複数集落できれば旧村）で担いきれる「コア」をもつ地域営農システムを創出する

必要がある。 

その場合、「定説」に従い耕作可能面積を固定的に考えて 初から諦めないことが重要である。

未整備、狭隘区画、急峻傾斜の圃場を除けば、たとえば 低10a程度以上の整形区画で一定（で

きれば１ha程度）の団地あるいは連坦性という条件があれば、新たな経営管理手法によって、家

 

 

 
「ゼロ」から地域農業の担い手を創出すること

「インキュベータ」の重要性と「インキュベーション・コスト」の補償（政策的投資）

Ｕ・Ｉターン就農の障害とは「 新規参入コスト」の存在

これを大幅に軽減すること

＝地域資源
管理機能

地域マネジメント主体 
（ジョイント・セクター）

コア部分の形成 
（人的資本）

地域営農集団 
投 資

インキュベータ機能

担い手システムのための投資財源

①農地の団地的集積コスト

インキュベーション

②技術・経営管理能力修得コスト

③機械の初期投資コスト

④職業移動コスト

新規参入コスト の軽減
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族経営でも稲作経営面積10～20ha程度は可能である。1990年代後半に、報告者は日本農業経済学

会の学会誌『農業経済研究』において広島県山間地域での実態分析を公表した11。新潟県有数の

山間地である関川村の家族経営「有限会社三栄農産」では、それよりもやや劣悪な条件下で稲作

経営規模30haを担う。標高差利用による作業管理をはじめとする優れた経営管理がこれを可能と

した。基幹作業の受託であるならば、さらに拡大可能である。 

こうした個別経営は地域レベルでみた場合の担い手にはなり難い。ただし、その存在が示す技

術論・経営論的意義は大きい。主体が個別経営ではなく地域営農経営体であれば、優れた経営管

理によっては広域の基幹作業を遂行しえる可能性を示すからである。 

本報告ではこうした可能性をベースに、一つの担い手システムとして、旧村ベースの地域営農

経営体の意義を述べようとしている12。 

 

（３）多様な地域主体の可能性を直接支払制度を媒介に引き出せ 

こうした旧村レベルの地域営農経営体のみならず多様な地域営農の「コア」の経営持続性に大

きく寄与しえるのが直接支払制度の運用である。中山間地域直払金は単価水準では魅力的である。

それは「広域」を担えば総額は大きく、スケール・デメリットを所得的には補う効果をもつ。 

 

４．人口的限界の中で創出されてきた旧村レベルでの担い手経営体 

 

（１）直接支払金集中による旧村を守る「ストッパー」の創出 ― 富山県南砺市の事例 ― 

農村高齢化による自力耕作維持が困難な場合、耕作放棄を防ごうと、中山間地域等直接支払制

度の発足を契機に、地域で新たに創出した経営体に直接支払金を集中させて、その経営を支援し

ていく事例が全国各地にみられるようになった。  

富山県南砺市では、農村高齢化の実態を考量する中で、中山間地域等直接支払制度の第１期目

からすでに、今後５年間を農家が自力で維持していくことは困難と判断し、旧村レベルでの新た

な経営体をいくつか創出し、集落協定に基づいて直払金の集中による支援を行ってきた。 

南砺市では旧平村、旧利賀村、旧上平村などでこうした経営体が設立された。法人には直払金

総額のうち、旧平村では３分の１、旧利賀村では50％、旧上平村では100％、がそれぞれ充てら

れている。以下では、旧上平村の事例をみていく13。 
 旧上平村には、高齢化の激しい11個の小規模集落が点在する。農家数168戸である。41haの水

田の傾斜はきつく、その８割が傾斜１/20以上、残りが緩傾斜である。ただし、1980年前後に10a

の区画整備は終了した。しかし、「耕作面積と同じくらいの法面がある」ような状況である。 

現場では高齢単一世代化が進むなかで、第１期対策のときから自力での耕作維持は早晩無理に

なると判断し、11集落広域協定により一定の農地規模（41ha）を確保して、新たな経営体を創出

し、41haの農地を担ってもらう方針で協定がつくられた。「財団法人上平農業公社」（2001年設

                                                      
11  柏 （1997）を参照。 
12 後述のような中山間地域直接接支払金の「集中」がなくとも、旧村レベルを守備範囲とする経営体成立の可

能性については、経営管理論の視座からの森田（2009）の優れた論文がある。 
13  2009年に、旧上平村と旧平村の両法人は合体した。データは合体前のものである。 
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立）である。 

法人に畦畔管理作業を担当させるのは、この面積では無理と考え、法人は基幹作業受託を担い、

管理作業（農道、水路管理を含む）は農家が担うことを原則とした。しかし、管理作業もできな

くなる高齢農家のために、設立時から借地要請にも応じている（約10ha）。 

職員はJA出身のオペレータ兼務の事務局長（65歳）と、オペレータ３名（35歳，29歳，23歳）

のである。本制度支払金の全額（806万円：2006年度）が公社に入る。当初５年間の交付金は、

主要機械３セットの機械購入代返済に年間480万円、残額は運営コストに充当している。 

この経営体には、行政や農協からの人的支援も赤字補填もない。2005年度の粗収入は約４千万

円であり、コストを引くと14万円の黒字であった。粗収入に占める直接支払交付金の比率は18％

である。交付金が収支をほぼ均衡させていることがわかる。法人形態にかかわらず、効果・効率

性を追求しえる組織体制の改革は今後の課題である。 

しかし厳しい農村高齢化のなかで「農家が安堵する頼りになる経営体」が旧村レベルで創出さ

れ、直払金がその存立基盤になっていることは大きな意義がある。 

 

（２）旧村を管理する地域営農経営体と多様な地域主体の連携  

― 上越市旧清里村の11集落広域協定 ― 

新潟県上越市清里区（旧清里村）では、中山間部（櫛池地区）の全11集落からなる広域協定が

つくられた14。240haある傾斜水田の９割以上が整備済みである。しかし、高齢化率は57％であり、

「５年先がみえない」という状況であった。 

そこには経営能力に優れたマネージャーが率いる地域営農経営体（「有限会社グルーンファー

ム清里（以下、GFK）」）がある。他に受け手のない傾斜水田50haを借地する。大面積のため直

接支払い金の受領額は大きく、黒字である。地域農業再建の司令塔的役もこのマネージャーが担

う。職員をインキュベーションによって独立させて創出したS農場を、その地元集落（水田面積

27ha）の不活発な生産組織のコアとして埋め込むことをはじめ、多様な活動をしてきた。S農場

は地元水田を中心に17haを経営する。地区内にはGFKが設立支援したものも含めて７つの集落生

産組織ができた。GFKはその相互連携強化にも尽力しており、将来はこれらの「元締め」役を担

いたいと考えている。 

当地区ではこうした活動を担い、自らも経営持続性をもつGFKという地域マネジメント主体の

存在が大きい。この「要
かなめ

」役が地域に残されたわずかな諸力を結集させ、新たな可能性を膨ら

ませている。その原動力は優秀なマネージャーの存在である。重要なことは、その存在を偶然と

理解するのではなく、必然化させうる地域ガヴァナンスの必要性であり、そのための制度改革で

ある。 

  

 

 

 

                                                      
14  詳細は柏（2002）を参照。 
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５．おわりに －新たな地域マネジメント主体とローカル・ガヴァナンスの重要性－ 

 

中山間地域等直接支払制度の戦略的運用、インキュベーション、そして多様な地域資源管理や

農村振興の推進役を担う新たな経営構造をもった地域マネジメント主体の創出が重要である。多

様な投資的施策対象足りうる現場サイドでの地域経営主体である。直接支払金の運用も、こうし

た地域主体の存在と機能と大きく連関させていくことが効果的であろう。 

混合財の供給主体として「公民混合経営体」（PPP）が指摘されて久しい15。平成の市町村大合

併で新自治体の縁辺部に位置するようになった中山間部は、農協の広域合併に続いて、あたかも

リストラ対象になったかのように混合財の供給主体を喪失した。こうした「空白地域」にこそ、

従来の自治体機能等に代替するという消極的な姿勢ではなく、これを機に、ベターな財・サービ

スを供給しえる新たな地域マネジメント主体の創出と行政との連携システムを構築する必要が

ある。ローカル・ガヴァナンスへの取組みである。 

多様な主体のパートナーシップによる衰退地域再生のためのプログラムであるEUのLEADERの

ローカルアクショングループやイギリスの多様なパートナーシップ主体とそれを支援する中央

政府の試行錯誤からわが国が学びえるものは少なくない16。 

後に、欧州では社会的企業が勃興し注目されているが、日本の中山間地域でも萌芽的ではあ

るが、旧村レベルを中心に、営農支援のみならず、農協等の撤退後に社会的にベーシックな多様

な財・サービスを供給しようとする地域経営法人が住民主導で形成されている。その特徴は欧州

の社会的企業と酷似している。行政との連携の欠如など課題は多いが、日本農山村型の社会的事

業体として、政策的にも注視していく必要があるかと考える17。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
15  宮本（1991）を参照。 
16  イギリスにおける中央政府と地域のパートナーシップ型主体との連携に関しては、地域戦略パートナーシッ

プ（Local Stratege partnership: LSP）や政府・地域間合意（Local Area Agreement: LAA）をテーマとし
た柏（2008）を参照。LEADERプログラムのこうした意義に関しては柏（2002）を参照。 

17  農村における社会的企業の日英比較研究に関しては、柏（2007）を参照。 
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補論： 旧村レベルでのサービス供給領域拡大と「日本農村型社会的企業」の萌芽 

― 京都府旧美山町の住民出資型地域マネジメント法人と公民パートナーシップ ― 

 

京都府は、府農業会議と共同で「集落型農業法人」を育成してきた。この「集落」とは旧村な

ど複数集落を意味している。これが営農サービスを超え、多様なニーズ供給主体に変化するケー

スが増加している。条件不利な旧美山町などの南丹地域では、農協の広域合併後、支所機能が相

次いで閉鎖され、地区は生産のみならず、生活サービス確保にも大きな衝撃を受けた。純粋民間

財でも供給主体の希少な条件不利地域で、社会的に必要な財を供給する「総合農協」の意味は大

きかった。 

危機の中で、南丹地域では2000年前後から旧村（平成大合併以前の）レベルで農家と非農家も

含むコミュニティ全員出資型の地区経営法人が形成されはじめた。日用品販売業務、福祉部門、

さらに農産加工や営農支援を含むコミュニティのあらゆるニーズ
．．．．．．．．．．．．．．

に対応
．．．

し、コミュニティの経

済・社会・環境の一体的発展を図る目的をもった「コミュニティ所有の法人」である。一種の社

会的企業といえよう18。今般の平成大合併では、自治体機能に関しても新自治体における中山間

部への混合財の供給が大幅に減退する懸念が大きく、こうした空白を補う事業体の創出が要請さ

れる。 

1990年代以降、欧州で急速に台頭してきた社会的企業は、雇用、福祉、環境、教育など多様な

分野で活躍している。その統一的定義はないが、一般的には以下のような特徴をもつ。 

① 社会的ミッションの存在：ミッションとは地域社会への貢献である。 

② 社会的事業体（social business）という性格で、社会的ミッションをわかりやすいビジ

ネス形態で事業活動を継続する。 

③ 社会的革新性（social innovation）を備える。 

④ コミュニティにより所有・管理される「社会的所有・管理」。 

⑤ 利益を社会的使命をもつ事業へ再投資する傾向（利益の外部配分の禁止）。 

南丹地域の「コミュニティ所有型地域経営法人」は、多くの点でこうした条件と一致している。

社会的企業は「営利性」と「コミュニティ再生」という公共性をもつが、その公共性がゆえに政

府セクターとの妥当な協働がなされる場合が少なくない。各種NPO（非営利団体）との連携も多

くみられる。その意味で、一種の新たなジョイント・セクターとも考えられる。 

こうした社会的企業に対して、欧州各国政府は地域再生の新たな主体として位置づけ、支援を

大きく打ち出してきた。例えば、2001年に英国の貿易産業省（DTI）は「社会的企業局」を設置

し、2005年7月にはそのための新たな法人格として「コミュニティ利益会社（Community Interest 

Company, CIC）」を設けた。環境食料地域省（DEFRA）も、農村再生や地域環境問題の領域で独

自の政策をとりつつある。 

中山間地域の末端（旧村）レベルを支える「日本農村型社会的企業」の存立条件を考える。自

治体や農協の大幅縮小後に混合財や採算面から現場で供給され難い民間財の供給を行う経営体

は、その公共性がゆえに公的セクターとのパートナーシップが適当である。 

しかし、それが経営成長をなし得るか否かは別である。優れた経営者やスタッフが存在し、農
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村に欠ける経営資源を埋めるためには、「川中」「川下」の企業あるいはNPO等と連携をするな

ど多様な努力が必要である。経営成長し得る経営体と、上記のパートナーシップの下でなんとか

低空迷走飛行だけはし得る経営体とに分かれ、残念ながら後者が多いであろう。そこで、地域経

営に関する多様な変革が必要となる。以下の補図はこれらをモデル化したものである。 

 

補図 

図３ 新たな地域経営主体の形成 Ⅱ
：コミュ二ティレベル（旧村、数集落単位）
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