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1．問題意識と課題
広島県立大学紀要・第 15 巻・第 1 号（通巻第 52 号）においては，広島県における農業集落の
意義と課題を明らかにするための一環として，農業集落を土台として，IT を活用した地産地消
活動を展開する愛媛県内子町における経済的活動例を取り上げた。伝統的な共同体的組織形態と
しての集落は農業生産を中核とする経済的活動の低迷のために高齢化と過疎化に見舞われ，衰退
の一途をたどっている。その原因は高度経済成長を背景とする商品経済分解力による農業の衰退，
農業の保護政策による再編の困難性等が重層していると考えるが，遠因としては農業生産の基盤
となってきた農業集落という歴史を持った社会・経済組織の欠陥に由来する点もあるのではない
かと疑われる。愛媛県内子町における事例では，このような伝統的共同体を前提としながらも，
先端技術 IT を積極的に導入し，情報という新たな経済資源で農業集落の狭い枠組みを破った連
携組織で地産地消活動を展開し，経済的側面の強化を図っている。それはここ数年の動向の中で
は一定の成功を収めている。この流れが定着するかどうかについてはさらに時間的な経過を見守
るしかない。しかし経済社会のグローバル化の中で，IT 技術を導入し，旧来の縦型組織をネッ
トワーク型組織に転換する契機を含むものとして注目できる。換言すれば，伝統的な農業集落の
合理化過程を推進する手段の変化への注目である。
本稿では愛媛県内子町と同様に農業集落そのものを基盤とし，しかしながら 1 集落の範域の人
間関係を中心とする生産関係のクロズド・システムで農業生産の合理化を遂行しながら再編し，
国際的な競争力に対抗するとともに伝統的な農業集落の共同体的長所をも守ろうとする事例を取
り上げる。その特徴は生産，生活両面の組織原理を生かした総合性を持ったものとして特徴付け
られる。具体的には庄原市における農業集落動向と一木営農集団の事例を分析，考察したい。そ
の意味で前回に引き続き，広島県における農業集落の意義と課題を明らかにするための一環とし
て位置づけておきたい。
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2．庄原市における農業の動向
（1） 庄原市における世帯，人口の動向
まず庄原市の世帯，人口の推移を見ておきたい。
図－ 1 によって，世帯数についてみれば，全体的には緩やかな増加を示している。戦後昭和 22
年から 6,700 戸水準を維持し，昭和 60 年頃まで安定的に推移している。しかし平成 2 年には上
昇に転じ，平成 5 年には 7,572 戸となり，再び横ばいに転じて，微増傾向を維持している。
総人口は逆に，昭和 22 年をピークとして，途中に上昇する時期もあったが，全体的に減少を
続けてきた。特に昭和 30 年から 55 年の高度成長期に急速な減少を示している。すなわちこの間
に，33,249 人（100）から 22,874 人（68.8）まで急減し，平成 14 年には 21,370 人（64.3）に至っ
ている。男女別で見れば，女子人口数が男子人口を上回り（総人口の約 3～5 ％）ながら，上記
と同様の傾向を示している。
この間世帯当り家族人員は確実に減少し，核家族化が進んできたことがわかる。経済的な豊か
さの増進による核家族化の進展が進んでいるといえよう。
表－ 1：農家数と非農家数（庄原市）
1970

1980

1990

2000

総農家数

3,555

3,194

2,783

2,387

非農家数

1,240

1,869

2,495

3,218

世界農林業センサス・農業集落カードより集計（総戸数，非農
家数は 1970 年から 10 年おきに調査されている。）

表－ 1 は農業集落カードから庄原市の世帯数を農家数と非農家数に分けて集計したものである
が，図－ 1 と比べると世帯数にかなりの誤差があることが分かる。農業集落が庄原市全域をカバー
していないからである。調査対象となった農業集落の中での非農家の動向を見ると，非農家数の
増加傾向が続き，2000 年には非農家数が農家数を上回って逆転している。1970 年以降，農業集
落の中で混住化が進むとともに，農家数の減少が続いてきたのである。

図－ 1：庄原市における世帯数，人口の推移（昭和 5 年～平成 14 年）
（出所：庄原市役所のデータから作成）
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（2） 庄原市における農業集落の農家人口，農家戸数の推移と一木農業集落
次に庄原市における農家人口，農家戸数の集落動向について農水省世界農林業センサス・農業
集落カードによって分析したい。
庄原市における集落カードに記載されている農業集落数は，171 に上る。これまで人々は長い
歴史期間にわたって，農業集落を拠点として，社会・経済にわたる諸活動を展開してきた。ここ
では 1970 年から 2000 年にわたる 5 年ごとの時系列動向の実態を見ていきたい。

図－ 2：庄原市における 1 農業集落当り男女計農家人口の推移
（注：①出所：2000 年世界農林業センサス・農業集落カードにより集計した。
②農家人口定義は 1990 年から販売農家と総農家概念の 2 種類に分かれたが，ここでは総農家
概念を用いた。）

図－ 2 は，庄原市における 171 に上る農業集落の男女計農家人口の平均値，最大値，最小値を
求めて，1 農業集落単位の動向を，グラフ化したものである。1 農業集落当りの男女計農家人口
の平均動向は，1970 年から 2000 年まで直線的に減少しており，図において直線式を当てはめて
いるが，y ＝－ 5.5343x ＋ 92.688（R2 ＝ 0.9819：非常に強い相関がある）という回帰式が得られ，
相関係数は高く（実測値と予測値のグラフはほとんど重なっており），有意を示している。この
式によれば 1 農業集落あたり男女計農家人口は，1970 年の 93 名から，5 年ごとに約 5.5 人ずつ，
減少し続けてきたことになる。同図によれば 1 農業集落当たり男女計農家人口の最大値は平均か
ら上側に大きくかけ離れており，最小値はそこから下側に相対的に近い位置に分布している。こ
れは農家人口規模別集落数度数分布の偏りを示しており，図－ 3 のように右に傾いているためで
ある。

図－ 3：1 農業集落当り農家人口規模別集落数の度数分布（庄原市）
（出所：2000 年世界農林業センサス・農業集落カードより集計，作成した。）

図－ 3 によれば 2000 年における 1 農業集落当りの農家人口規模 47 人（中央値）の農業集落が
最も多く（最頻値），その数は 171 集落のうち 64 集落（37 ％）を占めている。農家人口の最小
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規模は 23 人（中央値）で，55 集落（32 ％）を数える。1970 年から 2000 年まで，農業集落の農
家人口規模は減少の一途をたどっている。ちなみに 1970 年では，71 名規模の集落が最も多く（最
頻値と）なっていた。これは 2000 年の約 1.5 倍の規模であったことを示している。すなわち 1
農業集落の農家人口規模はこの 30 年間に 66 ％に縮小している。
一木農業集落の農家人口減少の特徴
さて庄原市の 171 集落の中にはもちろん一木営農集団の一木集落も含まれている。敷信第 5 区
が農業集落カードに登録されている一木集落の名称である。その実体を図－ 2，と比較して図－
4 に示す。ここでもグラフに直線式をあてはめると，y ＝－ 18.5x ＋ 238.14（R2 ＝ 0.9418：非常
に強い相関がある）となり，明らかに有意である。図－ 2 の全体平均と比較すると直線式の傾き，
5 年毎の人口減少数は，大きく異なり，庄原市全体平均では－ 5.5343 であるが，一木集落では－
18.5 であり，後者のほうが圧倒的に高くなっている。一木営農集団は 1969 年に結成されており，
農家人口減少の上記の差異は，その大型農業機械化を契機とする労働生産力上昇による内発的な
人口プッシュ効果に由来する部分が大きいと考える。
一木集落の農家人口の実測値は，1970 年から 1975 年にかけて速いスピードで減少した後，
1975 から 1980 年まで横ばいないし微減状態となり，その後再び減少に転じている。このような
一木営集落の特別な動きは，1969 年における営農集団結成等の農家経済行動の特徴をシャープ
に反映しているといえる。兼業機会の増大に対抗して家族農業経営を営農集団組織の大型農業機
械化によって省力的な経営形態に変更し，省力労動力を兼業部門に移行させて所得増大を実現し
ている。庄原市における全体的な集落動向に比して，集落営農集団の全戸参加形式によって，大
型農機具の導入，土地利用の集団化によって，稲作と酪農の複合経営を集落規模で実現し，飛躍
的な省力化を達成し，兼業化対応への道筋を開いている。

図－ 4：一木集落における農家人口の推移
（出所：2000 年世界農林業センサス・農業集落カードより集計，作成した。）

（3） 庄原市における農業の概要
就業構造の変化
まず庄原市における就業者数の動きを述べると，昭和 30 年から現在まで一貫して減少してい
る。すなわち昭和 30 年 16,000 人から平成 12 年の 11,063 人まで，45 年間に 5,936 人の減少であ
る。この 45 年間の減少スピードは，5 年ごとに約 540 人ずつという計算である。いわば就業者
16,000 人の民間企業が 45 年間にわたって 5 年おきに 540 人ずつリストラを行ってきた行為に相
当するとも考えられる。ハード，ソフトの両面的な市場経済システムの浸透が地域経営の合理性

広島県における農業集落の意義と課題 2

5

図－ 5：庄原市における就業構造の変化
（出所：庄原市提供の資料から作成）

法則を貫徹させ，主に農業に対して分解力を高めてきたと換言出来る。
図－ 5 は庄原市における就業構造の推移を，表－ 2 のような産業分類に従って見たものである
が，第 1 次産業は，昭和 30 年の 60 ％超から平成 12 年には約 15 ％にまで低下した。第 2 次産業
も平成 2 年以降は縮小気味である。そのなかで第 3 次産業就業者の増加は急速であり，平成 12
年には 57 ％のシェアとなった。第 3 次産業に対する市場のニーズが高まり，新たな就業分野へ
の移行が高まっているといえる。
表－ 2：産業分類
第 1 次産業 農業，林業，漁業
第 2 次産業 鉱業，建設業，製造業
第 3 次産業

電気・ガス・水道業，運輸・通信業，卸売･小売業･飲食店，金融・保険業，不動
産業，サービス業，公務，（他に分類されないもの），分類不能の産業

農業経営における経営耕地面積規模構成

図－ 6：経営耕地面積規模別農家構成
（出所：庄原市の資料から作成）

図－ 6 によって庄原市における農家の農業経営構造を概観すれば，0.5～1.0ha の経営規模を持
つ農家数が最頻値を示し，最も多い。経営耕地規模は家族農業経営段階では，あまり拡大してい
るとはいえない。日本農業のアキレス腱ともいうべき規模の障壁を打ち破る動きは鈍いといわざ
るを得ない。家族農業経営の存続の問題は WTO でも国際的に問題化している。農業における競
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争力の強化を迫られる市場経済の下では農業経営の近代化，合理化は一般的には家族農業経営を
次第に解体してゆく力として作用する。農業の市場経済への対応は国民経済の発展段階によって，
資本条件の差，経営形態の展開の差を生み出し，家族農業経営形態の競争力はその相対化の力学
を受けざるを得ない。グローバルな市場化の進展を背景として，国内産業の発展段階を異にする
国々の貿易関係の中で家族農業経営を中心とする国々と農業法人化等の他の法人形態へ展開，移
行する国々が混在する。
一木農業集落の特徴
農業集落を基盤とする一木営農集団は，わが国特有の農業集落を基盤とする共同体的組織を生
かした営農集団の形成であるが，農業生産法人化と家族農業経営形態を部分的に生かしながら，
家族農業経営を超えた農業機械利用，土地利用等を実現し，合理化を達成してきた例であろう。
土地等自然条件を背景に，多様な生産力を形成する農業においては，各国の経済発展段階差によっ
て農業生産力の組織化のあり方も，各国間で，あるいは国内においてさえ異なったものとなり，
WTO においてその矛盾が顕在化することは避けられないと考えられる。

図－ 7：種類別経営耕地面積の推移
（出所：庄原市の資料から作成）

図－ 7 は庄原市における田，畑，樹園地別の面積の推移である。昭和 40 年から平成 12 年まで
減少の一途をたどっている。この間に水田は約 2,600ha から 1,996ha へと約 600ha，24 ％減少した。
同様に樹園地は約 35ha から 8.8ha へと 75 ％減，畑は 432ha から 231ha へと半減している。水田
の減少率が最も小さく，最後の砦として残されているが，総体的に土地利用はほぼ連続的な後退
を示している。
庄原市における農業粗生産額の概要
図－ 8 は市役所統計で，平成 4 年から平成 13 年までの耕種部門の実績である。グラフの右の
Y 軸は耕種の農業粗生産額目盛りを示し，左の Y 軸は作目別の粗生産額の目盛りを示す。平成 4
年から平成 13 年の 10 年間の期間を見ると，米は農家戸数の減少，価格水準の低下等によりその
粗生産額の減少が著しい。すなわち 24 億円から 17 億円（71 ％）へと低下しているが，圧倒的シェ
アを占めている。野菜は花きとならんで微増傾向で，2.65 億円から 3.8 億円に伸びている。
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図－ 8：農業粗生産額
（出所：庄原市役所の資料より作成）

図－ 9：畜産部門別粗生産額の推移
（出所：庄原市役所の資料より作成）

畜産部門の粗生産額では鶏（採卵）がもっとも多くを占め，次いで乳用牛と養豚となってい
る。平成 13 年実績の粗生産額のうち米のシェアが最も高く，約 35.6 ％，次いで鶏 28.4 ％，乳用
牛 15.4 ％，養豚 4.1 ％等となっている。平成 4 年から 13 年までの畜産の粗生産額動向は全体的
には変動しながら減少傾向を示している。

3．一木営農集団の形成と展開
広島県，市，農協等は，一体的な協力と指導の元，高度成長期の早くから高齢化を予想した水
田基盤整備，集落営農体制の育成，推進を図ってきた。庄原市農政は過疎，高齢化を見通し，
「全
市基盤総合計画」（1974 年）を打ち出し，全市の圃場整備可能な 2,249ha の整備計画を打ち出す
とともに，
「農村基盤総合整備計画」
（1974 年）を策定し，1 団地 30ha の 80 の営農集団を育成した。
一木営農集団における農家人口の動向についてすでに若干触れたが，ここでは一木営農集団の
組織形成について述べる。
図－ 10 は一木営農集団の組織形成の概要図である。営農集団組合員は，39 戸の農家と 1 生産
組合である。出発点は 1969 年の一木営農集団の結成にあるが，3 年後 1972 年に酪農家 8 戸の酪
農協業組合（サイロ組合）が加わり，酪農家による堆肥供給と稲作農家による稲わら，転作を
利用した飼料作物供給との交換による両部門の有畜複合経営の実現，あるいは大型農業機械のオ
ペレータ作業における協力関係の実現によって，両者の有機的結合が深まっていった。1993 年
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図－ 10：一木営農集団の組織形成
の堆肥部会設置，2000 年の稲わら部会の設置は，両部門の有機的結合の発展成果としての施設，
機械の近代化を示している。しかし酪農家は現在 3 戸に減少し，厳しい状況にある。
営農集団結成の契機は，1968～1969 年の第 1 次構造改善事業による全水田 32.6ha の整備であ
る。
さらに 20 年後 1989 年に専業農家 9 戸により農事組合法人（2 号法人）形態で一木生産組合が
結成され，高齢農家の増加に伴う水田全面受託とその経営を可能とする受け皿としての機能を追
加している。これは一木営農集団農家の高齢化に伴う組合員の参加資格の崩壊を背景としている。
すなわち営農集団組合員と営農集団の作業分業関係は，前者が畦畔草刈，除草剤散布，水管理，
追肥，排水などを分担し（これを「1 割の自由」1）と表現している），後者では耕起，代掻き，田植え，
病害虫防除，収穫，稲わら収納，堆肥・土壌改良剤などの稲作主要作業を分担することで成り立っ
ていた。前者の高齢化によってそれらの分担農作業ができなくなったため，その受け皿機能を追
加せざるを得なくなったのである。
営農集団活動として転作への取り組みの成果として，ムギ栽培の失敗等を経て，1989 年にそ
ば栽培，そば部会の設置へとこぎつけている。これは 1989 年の農産加工センターの設置によって，
そば加工とそば屋「一寸そば」の開店へと結びつき，非農家を含めた集落内の 52 戸の参加を得て
いる。これは質的に新たな組織展開へと踏み出したことを意味するものと考えられる。すなわち
農産加工部門の展開，農業の第 2，3 次産業包含であり，労働集約的な消費者対応サービスの展
開を示唆している。
1993 年に堆肥部会，2000 年に稲わら部会を設置している。前者は堆肥と稲わら交換による稲
作と酪農の複合経営の発展を象徴するものであり，完熟堆肥化と環境対策の必要から 5～8 月期
の糞尿を対象に実現し，後者の稲わら部会は，収穫後の稲わら収納を機械化するものである。結
果的には稲作農家の堆肥コスト低減と畜産農家の飼料コスト低下につながっている。一木営農集
団の有畜複合経営の機能の合理化，充実といえる。
もう一つの組織として，これらを総括し，生活分野を網羅する自治振興区が営農集団に有機的
に関連している。それは集落内のメンバーの重複によって，生活と生産の場が一体となっている
ことによって維持されているといえよう。自治振興区は，一木営農集団の結成を契機とする余剰
1）「平成 13 年度経営体としての集落営農等組織的営農形態の実態分析調査委託事業報告書」農業技術研究
機構中央農業総合研究センター，『第 8 章 広島県庄原市一木営農集団組合』宮本誠稿，pp. 151
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労働力対策として，1970 年共有財産であるナシ選果場を改造して帽子工場とし，あるいは 1974
年約 20 万羽の企業養鶏を誘致するなど雇用の場を創出している。農業振興区は農業集落の行政
区そのものであり，広い視野にたって地区の就業の場の形成やさまざまな行事，レクリェーショ
ン活動等に取り組み，農業集落におけるコミュニティの人間関係を維持する潤滑油となっている。
以上のように一木営農集団は，生活の場と生産の場が表裏一体となり，そのメンバーが一体と
なった総合性を持った集落営農集団の特徴を持っている。しかし以下に述べるように大型機械化
の進行によって稲作，酪農の両面の生産過程は省力化，合理化されるとともに，市場生産に組み
込まれ，集落内部の労働力の排出力を高め，新たな雇用の場の創出をどこに求めるかが問われて
いるといえよう。
大型農業機械の整備と労働生産性の高度化
大型農業機械の整備によって集落における 10 a 当り水稲生産費は激減した。稲作労働時間で
みれば，営農集団結成前の 1968 年 175.2 時間／10 a から 1971 年には 39.5 時間／10 a と，100 か
ら 22.5 まで実に約 80 ％の労働力節減を実現したのである。さらに 1996 年には 17.4 時間／10 a
（9.9）へと低下している。
一木営農集団の米生産費の実体を見ると，1998，1999，2000 各年産の 10 a 当りは，111,537，
102,650，109,070（円），60 kg 当りでは，12,258，11,000，11,563（円）となっている。

図－ 11：一木営農集団における水稲生産費構成
注：1）出所：「平成 13 年度経営体としての集落営農等組織的営農形態の実態分析調査委託事業報
告書」農業技術研究機構中央農業総合研究センター，『第 8 章 広島県庄原市一木営農集団
組合』宮本誠稿，の資料により作成した。
2）償却費は圧縮計算されている。
3）個別農家が行う草刈，水管理，追肥等の労働時間を 10 a 当り 5 時間，時間当たり 1,000 円
を一般労務費に加えた。地代は集落で取り決めている地代。自己資本利子は計上していない。

図－ 11 に 10 a 当り生産費構成を示した。相対的に大きい生産費項目を拾えば，地代，労働費，
農機具費，賃借料料金，農薬費，肥料費，種苗費である。とはいえ労働費は，オペレータ労働費
3.59 ％，一般労働費 8.59 ％と，合わせて約 12.2 ％であり，集団運営が「オペレータや役員労働
で支えられている」側面を持っていることに注意しなければならない。2）
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農水省米生産費によると，平成 13 年度産のそれは，15 ha 以上の経営耕地規模階層で，物財費
＋労働費（副産物価額差し引き）で，85,997 円，支払利子・地代算入生産費で，100,322 円，さ
らに資本利子・地代全額算入生産費は 111,791 円である。支払利子・地代算入生産費の 100,322
円を比較基準とすると，一木営農集団では 2000 年で 10 a 当り 109,070 円であるから，8,748 円
高い水準である。60 kg 当りで比較すると，全国 15 ha 以上の経営耕地規模階層の 11,493 円に比
べ，一木営農集団の場合，11,563 円であるから，70 円高い生産費であるが，遜色ない水準とい
えるであろう。

4．一木営農集団の組織的性格
（1） 農業集落の分解と再編
自然原理と自由原理
農業集落の歴史は長く，現在も衰退，崩壊，再編過程をたどりながらも農村生活や農業生産の
基盤となっている。農業集落の組織形成原理は，イギリスを中心とする欧米の個人を中心とする
自由原理に対してアジアについては自然原理であるとされる。これはヘーゲルが定義したもので
ある。産業革命を経て市民社会を実現し，商品経済の展開を基盤として市民の意識は自由原理を
生み出し，世界視野を獲得してゆく。「〈自由〉という概念は個人の内面の世界がどこまでも拡大
し深めていくことができるところに成り立つもの」3）といわれるように，何者にもとらわれない
論理的展開に高い価値を認める世界である。社会の共同体的発展段階の制約や前近代性を最小限
にし，個人の自由を最大限に発揮する思惟や論理の価値をもとに，共同体的規制や慣習にとらわ
れない，自由な自己の元で論理と思惟を深めるありかたである。このような思惟や論理の可能性
を追求させる動機は，民族国家共同体における市場システムの展開と商品の世界的性格等であろ
う。市民社会の実現と商品経済の展開は，市民の主体的思惟活動に大きな影響を及ぼしたのであ
る。共同体の発展段階と個人の思惟活動の変化の相関性は当然であろうが，このような論理性が
近代科学，技術の素地となった。WTO，FTA における農業交渉など国際化の中では，世界的な
視野で農業集落の組織的特質を評価し，その再編等の将来展望を考慮することが不可欠であり，
自由の原理の立場に立って考えることが重要であろう。
一方アジアを中心とする民族国家ではわが国でも農業集落が商品経済の分解を受けつつもかろ
うじて存続してきた。このような特殊性をどう理解するかが重要な問題と考える。2000 年に始
まった直接支払い制度の性格は，集落重点主義，地方裁量主義の 2 点で，「前者は EU 条件不利
4）
地域と比較した場合の特徴であり」
といわれるように，予算配分の最小単位が EU の個人に対

応してわが国の場合，農業集落である点をあげている。資本主義的市場経済の発展段階において，
農業集落を直接支払いの対象とするわが国の特殊性を，市民社会の実現に基づく個人を対象とす
る EU に比較して，どう考えるかが重要である。
自然原理はわが国の文化を含み，市場経済の発展段階においてその網の目から漏れた要因を内
包して形成されたと考えるが，学際的な研究に値する。アジアにおいては，お釈迦様の悟りが自
2）「平成 13 年度経営体としての集落営農等組織的営農形態の実態分析調査委託事業報告書」農業技術研究
機構中央農業総合研究センター，『第 8 章 広島県庄原市一木営農集団組合』宮本誠稿，pp. 152
3）「アジア的ということ」吉本隆明著，弓立社，2002，pp. 8
4）「中山間地域の再生をめざす知恵と実践－直接支払い制度の活用事例から－」小田切徳美編著，全国農
業会議所，pp. 3
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然の真理に目覚めて達成されたといわれるように，自然を範とし，そこに自己を投影して自己の
あり方を探る文化的な流れが仏教思想を通じて行われてきた。このような自然にとらわれた思惟
方法は，18～19 世紀においては，「われ思うゆえにわれあり」という欧米の自由な思惟方法から
は，段階的に低いとされてきたようである。しかし実際にそうであるかどうかは検討を要する問
題といえるが，このような対立がグローバル時代における，組織の性格を把握し，その再編を考
える上で重要な要因であるように考えるのである。グローバルな水準で集落営農を考察し，再編
のあり方を調整することが避けられない現実となってきたからである。経済的発展段階差，さま
ざまな自然的地理条件，それに規定された技術条件，文化条件等の多様性を考慮したきめ細かな
集落営農の展望を模索しなければならないが，その場合グローバルな視点を外すことはできない
と考えるのである。
ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
組織問題を分析する概念としてゲマインシャフト（共同体）とゲゼルシャフト（機能体）をあ
げることができる。社会組織であれ経済組織であれ，両者の概念が組織内に併存し，そのバラン
スを変えながら，組織的発展を規定する力として移行しあうと考えられる。これら 2 つの概念要
素は，人間的結合のあり方を規定する意識の変容によって左右されているように考えられる。も
ちろん人間以外のそれを取り巻く物的諸要素の条件変化，すなわち経済，社会的変化に呼応して
引き起こされる人的結合の意識的変容という意味である。このような意味で組織の本質は，人間
結合の組織的側面であると考えられる。この 2 つの概念は，組織目的を達成する過程で，生成発
展し，移行変化する。農業集落の場合に適用して考えるならば，血縁，地縁による人的結合のも
とで相互扶助や「和をもって尊しとなす」という住みやすさ，コミュニケーションの浸透度の大
きさを特徴としてゲマインシャフト的側面の発展が順調であった。このような趨勢は農業集落が
生活資料と人間の再生産を行う生産部面として農業を主体としてきたことにも原因があると考え
る。すなわち農業集落の組織的性格は，自然物としての土地を主要な生産要素とし，基本食糧を
生産する相対的に変化の少ない産業的性格から大きな規定性を受けてきたと考えられる。そのた
めに共同体としての融和的人間関係の温存を主体とした生産関係と人間関係を維持してきた。逆
にゲゼルシャフト的な機能体としての鋭い発展を阻害されてきたと考えられる。
しかし組織のゲゼルシャフト的な側面は，市場経済システムにおいて商品経済合理性追及の
必然性をもった経済，社会環境の元で不可避として迫られ，ゲマインシャフト的な性格を変化さ
せるのである。逆にまた組織は目的達成の手段として形成されるが，その目的が変容し，ゲゼル
シャフト的な機能性の追及から，組織そのものの生き残りや居心地良さの追求へと移行しゲマイ
ンシャフト的側面へと変容しようとする傾向性を持っている。
（2）一木営農集団の組織的展開
一木営農集団の場合，1969 年の組織結成以来の動向は，ゲゼルシャフトとしての側面を変革し，
組織的機能性を高め，生産力を高めたという特徴を指摘できる。営農集団組合とサイロ組合の連
携により有畜複合経営の有利性を追求し，農業機械化の革新をそれぞれ実現し，飛躍的に労働生
産力を高めることができた。それにもかかわらず伝統的なゲマインシャフトの融和性，相互扶助
性を持続させることにも成功している。これを人間性の重視として，経済合理性の追求と同時に，
「信頼と安らぎの郷」の両立を目指した村づくりを標榜している。
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しかし一木集落の成員の労働力としての流出，高齢化は依然として大きな問題であり，人口の
高齢化，流出を防止できる生産力を新たに生み出す方向を模索しなければならない。「一寸そば」
の営業開始はその 1 つの新たな方向を示唆するものと考えられる。農産物加工部門への進出，消
費者に対する積極的な対面販売等の労働集約的な第 3 次産業部面への進出を意味するからであ
る。水田を利用した生産力展開によって若者を定着させ，人口の安定を維持することには限界が
ある以上，自然志向等の消費者ニーズに対応して，山林，水，空気，農村景観等の自然資源の利
用による都市農村交流，人間教育への場の提供など地域産業の振興を検討すべきであろう。

5．結

論

すでに紙数が尽きた。一木営農集団組合の集落実態について詳細に分析を行うことができな
かった。また農業集落に関する理論的な分析も不十分であり，論考を今後に引き継がなければな
らない。
広島県が率先して打ち出してきた集落営農集団化の結実として，一木営農集団が見事な展開を
遂げてきた。その中でさらに新たな展開の芽をも生み出しており，情報化や合併，地方自治の進
行等の経済，社会全体の変化など新たな困難にも展望を切り開くエネルギーの持続を期待できる。
一木営農集団は，農業集落を基盤としながら，その伝統的な相互扶助など和を重んじる組織
的特長を生かしながら，同時に高い農業生産力を実現しており，合理化による農業生産性の追求
と伝統的な農業集落のゲマインシャフトとしての人間関係の融和を両立させている。高度成長期
に，1969 年という比較的早くから，兼業化を中心とする人口流出に危機感を持ち，対抗策とし
て農業集落の伝統的な遺産を継承する努力を払ってきたことが，新たな組織の成功をもたらした
と考える。
一方高齢化や人口流出，農業生産の衰退等の現象はじりじりと進行していて，厳しい環境との
対峙は続いている。従って一木営農集団の農業生産力や資源利用高度化の追及等，機能性の追及
の手を緩めることはできず，それが伝統的な構成員の資質を変化させ，ゲマインシャフトとして
の住みやすさ，相互扶助など人間関係にひびを入れる可能性もなしとはしない。高齢化や人口流
出を止めるにはそこまで合理化を進めざるを得なくなるのではないかという危惧がある。
一木営農集団は，愛媛県内子町における IT を用いた地産地消の事例と比べて，集落内におけ
る新たな農業生産力の再編に積極的な組織的変革が進められており，農業集落内の人間関係，生
産関係の変化を経験し，積み上げて成功した組織として評価できよう。その意味で農業集落とは
何かについての内在的な思惟と正しい評価が不可欠といえる。
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