
【第２報告】 

地域と自然とともに―小さな農協としての新潟ゆうき株式会社 
佐藤 正志（新潟ゆうき株式会社代表取締役） 

 

司会（松岡）：新潟ゆうきは株式会社の法人経営だが、実は現場では一つの“小さな農協”という形での実践レベルにま

で達している取組みである。 

 

 

■失われた生活環境と農業経済 ■前職の経験を活かし、農業簿記を指導 

機械化することは、そ

れにかかるお金がどん

どん外に出ていく、機械

化貧乏という言葉をよ

く耳にした時代にもな

った。昔は、農繁期は、

互いを手伝うという結

いがあり、それで地域の農業経営を守っていた。そ

れが生活にお金がかかり、兼業化が進むことで機械

に頼るようになり、結いの制度もなくなり、コミュ

ニケーションが非常に取りづらくなっていった。小

さな頃、ご飯を隣の家に借りに行ったり、お風呂を

もらいに行ったりと、非常に良い意味での近所との

つながりがあった。それが今では、生活は非常に立

派だがそれぞれの「個」の生活である。昔は通信も

なかったので会って話すしかなかったが、今では親

子でもメールや電話で話している。 

私は本田技研のサービス会社に勤めていたが、昭

和 56 年に地元に帰り農業を始めた。勤めていた時に、

サービス部門の仕事をし、最終的には部品の販売管

理をし、個人海外輸出も若干手がけた。一応自分の

セクションの経営については、PL（損益計算書）・BS

（貸借対照表）について理解しないといけないとい

う立場だったため、農業の現場に入った時は、農業

簿記の指導を 15、～16 年程やらせていただき、簿記

ソフトづくりや地元銀行の金融商品づくりのお手伝

いなどにも関わらせていただいた。 

 

■人力から機械に頼る農業へ 

昔と現在の農村を比較してみた。戦後は生活レベ

ルが低く、努力することでどんどん先に進めたし、

それを実感できた、楽しい高度成長の時代であった。

その頃のホンダは後発の車メーカーで、当時、JAF

からもホンダの面倒なんて見きれない、本田の車は

複雑で直せないと言われていた。そのため、我々自

らが、24 時間体制で東京 23 区をアフターサービス

していた。仕事は辛かったが楽しい時代であった。 

 

■日本の主食の消費減少が生活を変えた 

最大の課題は、日本の主食の消費減少が生活を変

え始めたこと。農業現場の生活も、国民の生活も変

え始めていると私は感じている。生活様式が変わり、

個人の思考が最優先される時代。お金を出せば、コ

ンビニでなんでも買える時代だ。機械化が進むこと

で兼業化が進み、兼業化が進むことで農村の生活は

豊かになった。農業に対する就農率が低下し、農業

現場は高齢化している。そして、米価が下がり続け

ることで、農業経営は苦しく、これは我々の会社も

一緒である。また、全国で農地を維持することも深

そして当時の農業は手作業が中心で行なわれてい

た。そのおかげで、二本の足さえあればどこでも耕

作ができた。ところが、機械化で真っ先にそのよう

な農地が減反の対象となり、荒廃が進んでいった。

以前は生産技術情報が乏しく輸送状況も悪く、その

ため人力を頼りにする農業でしかなかったが、機械

化され、肥料が進化し、農薬が進化することで、大

規模経営が可能になってきた。 
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 刻な状況。このような背景が、「人・農地プラン」や

「農地中間管理機構」という制度をもたらした。こ

のような背景の中では、この 4 つの改革に行かざる

を得なかった。 

■うるさい、汚い、出て行け 

旧村上市は 5 つの市町村が合併してできたが、そ

の一つ、旧神林村が私の地域である。ところが平成

の初期、WTO 予算がふんだんにあった頃、うちの組

長と農協が 9000 トン収容するカントリーエレベー

ターを作ってしまった。利用率が上がればいいが、

未だに 43%。村上市は比較的そのような施設が多い。

合わせて 7基あるが平均で 50％でしかない。独自販

売をしている我々はライスセンターを作りたいが、

行政に申請しても、CE の利用率が上がらなくなると

いう理由で受け付けてもらえなかった。このように、

市町村の入口で進まない状況が 20 年くらい地元で

繰り返している。 

 

■形だけで中身がない「農地中間管理機構」 

人・農地プランができて、我々に示された時は驚

いた。75 歳くらいの人が、担い手リストに載ってい

たのだ。私は市の職員に文句を言った。「75 歳の経

営で、次の世代はどうするのか」、「次の受け皿は決

まっているのか」と。それに対して「決まっていな

い」という答え。「なぜ載せているのか」に対しては、

「やる気があるから」という回答であった。誰でも

やる気はある。短期、中期、長期で経営としては見

なければならないはずだが、そこが全く考えられて

いないのだ。 

 

■100％でやろうというのは間違いだ 

国は担い手を 20～30ha 規模層にして、ある程度経

営規模を大きくしようと言っている。しかし我々の

エリアではそのような面積になっても、自分で販売

することは難しく、自分で売るためには自己完結で

ライスセンターを装備しなければならない。地域ビ

ジョンをつくり、地域でいろいろやろうとしている

が、やるのであったら自己資金でどうぞ、という話

だ。市場の中の全体の 25～30％をとったら物凄いこ

と。CE の運営を 100%シェアでやるというのは絶対に

間違っていると思う。農協も、農業で既得権はあっ

ても、その中のシェアを全部とるのは無理。そのシ

ェアをどのレベルまで上げていくのか。地域合意で

上がっていくなら問題はないが、上からそれをさせ

ようとすると、かなり抵抗がある。私は、残念なが

ら農協とは非常に不仲な状況だ。食管法が変わって

新食糧法になって我々が生産したものを首都圏に売

り始めて半分ほどの量までいった時に、農協の金融

窓口は閉まってしまった。そのため、当時から市中

銀行を頼りにせざるを得なかった。現在、法人とし

ては農協口座を使っているが、個人の農協口座はほ

とんど死んでいる。 

現状の抱えた課題を解決すべく動き出した「農地

中間管理機構」も、地域の実情を理解し運用するこ

とが求められるが、市町村行政は本当にやる気があ

るのか。これは非常に大きな問題だと思う。 

国が一方的に制度政策を作ったとしても、様々な

農村の地域実態の違いを、全部網羅できない。そこ

は皆さんや我々が現場にいて、その地域実態に合っ

た方法で運用しなければならない。この部分は国も

十分わかっている。皆さん、そして日本全体の地域

でそれは考えれば良い。 

考えるということは、議論するということ。議論

をしないでやろうとしても絶対に無理。基本は地域

で話し合いを十分にすること。だが、私共の集落で

は 56 戸ほどあった農家が今では 3軒となり、3つの

経営に集約されてしまった。すると、所有権はある

が農家ではなくなった人からは、うるさい、汚い、

なんとかならないかという話が出てきている。私共

の農作業場が集落の真ん中にあるため、以前はお互

い様であった話も、今はそうではない。我々に農地

を預けている方は、完全に都会化している。そのよ

うな問題も、全国の農村部の中では今後相当出てく

ると思う。  
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■予算を有効に利用する 

「農地中間管理機構」では、予算を有効に利用す

る。地域に対する支援 140 億円。予算を機構に集積

するための協力金が 253 億円。これは 2年間の暫定

予算で早いもの勝ちだ。我々は集落で 3 軒の農家し

かないため、全て 3 人で合意して「中間管理機構」

に預けようとしている。預けて再配分して利用権を

受ければ 90%いくはずだ。そうするとお金が集落に

下りてくるため、集落として様々な使い方ができる。

集落では、有効に使うような方向をしっかり話し合

い、考えればよい。 

 

■話し合いによって受け手を決める 

交付対象者は、市町村内の地域。「人・農地プラン」

のエリア設定とは整合しなくてよいということ。

「人・農地プラン」は我々も市町村単位で一本。一

本でやってしまうと、我々集落が 90%いったとして

も全体の中では非常に薄い。エリア設定は集落でい

いということだから、集落で行政と話をしながら設

定する。 

そして、話し合いによって受け手を決めること。

この辺は皆さん方でも応用できるのではないか。新

潟ゆうきは品目横断制度ができた時に設立した会社

である。4ha というハードルがあったが、当時、そ

のハードルを超えられる人は 2 人しかいなかった。

すると、価格が下落した時に、我々はよいが他の人

が対応できない。それをなんとかするために、それ

以前から任意で活動していた組織を法人化し、新潟

ゆうきという会社ができた。「農地を会社に利用権設

定してください。やりたい人は自分でやっていいで

す」ということで、今 2 人ほどは自分で農作業して

いるが、機械作業は全部うちでやっている。そうす

ると、最初からその方々も名前は新潟ゆうきだが、

品目横断の制度に乗れていることになる。そして

我々の中でコード番号を作り、新潟ゆうき 01 は A

さん、新潟ゆうき 02 は Bさんと、みんながわかるよ

うになっており、個別生産も全く問題なくできる。

そんな前段があったため、法人化にも対応できた。

今回のこの制度についてもまだ個人でやっている方

が何人かいる。その人には、あなたは 3 人残ってい

る経営者のどこに入りたいのか、どこと手をつなぎ

たいのかということを問いかける。うちに入りたい

人はうちのグループの中に入ってもらって再設定す

ればよい。実際の耕作はその人がやればよく、我々

はその耕作まで取り上げようという気は全くない。

そのようなことをすると、集落がまとまるのではな

いか。特にリタイアが近い人、自分はまだやりたい・

まだ貸したくないという人は必ずいる。そういう人

はそういう人でいい。参加してもらって今までと同

じことをやればいい。いわゆる再配分のメリット。 

我々の集落でも 1500 万円ほどのお金が入ってく

る。そのお金は我々の懐に入れるわけではなく、み

んなの合意形成で使い方を決めれば良い。それを

我々が上手く誘導できないか、と考えている。 

そしてその集落の実情をリサーチせよ。たとえば、

集落の公会堂やお宮様を補修したほうがいいか、な

ど。それをやろうとすると、必ずそれぞれ負担金が

出てくる。3 年間で１軒 5 万円や 10 万円にもなる。

協力金はそういうものに有効に使えないだろうか。

そうするとみんなの負担軽減になる。このように、

様々な状況を把握した中での方向性を促すことだ。 

 

■面積が増えることで問題は出ないか 

協力金の交付要件としては、地域内の農地の一定

割合以上が機構に貸し付けられていること。 

 受け手のグループ化はできないのか：Aさん Bさ

ん Cさんの経営の中でどこかに入ればいい。 

 全て自分で耕作したいのか：機械も限界であれば

少し考えたほうがいいのではないか。 

 機構に貸し付けて作業に参加できないのか：やり

たいのであれば、経営者ではないが作業員として

の参加をお願いできないか、と考えている。 

そして我々が抱えている最大の課題が、受け手の

面積が増えることで問題はないのかということ。今

持っている設備に対して、最大限までは全く問題な

い。ところが、ある一定面積を超えると必ず投資を
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しなければならない。今の面積にもう少し、プラス

5ha 位の投資で対応しようか。この辺も問題はない。

ところが、農業現場というのはなかなか簡単に投資

できないため、将来を考えてプラス 10ha、20ha と考

えてしまう。我々は今、約 40ha だが、仮に 60ha ま

で投資をしてしまったとすると、当然 20ha がマイナ

スであり、そこまで到達するには決して経営は楽で

ない。そのようなことも皆さんがわかって誘導して

いるのだろうか。これは非常に大きな問題だ。 

 

■使い方はまったく自由 

交付単価は、2 割超 5 割以下まで 2 万円／10a、8

割以下で2.8万円／10a。8割超えたら3.6万円／10a

というのは大きい。使い方は全く自由であるから。

担い手に対して支援するのは大いに結構、公共物に

お金をかけてもいい。ただ、地権者に戻すことだけ

はしないでほしい、というのが農林水産省農地政策

課の考えだ。 

理想は担い手に対する支援だ。取りまとめをする

時に話し合いをしなければならないが、その際は何

回も集まらなければならない。それにこのお金を使

ってもいいそうだ。使い方を指定していない。ただ、

話し合いの過程で全てこの単価が見えているように

したい。使い方次第ではトラブルになる可能性があ

るので気をつけてほしい。せっかくのお金なので、

喜ばれるような使い方をしたらどうか。 

 

■エサ米に夢見ることは？ 

「経営所得安定対策の見直し」ももう何回も出て

いるが、エサ米に対するインパクトが強すぎる。情

報を知らない人は 10.5 万円もらえることに相当夢

を見ているような気がする。地域の需要があるとこ

ろはよい。需要のないところで 10.5 万円を狙おうと

したら非常に問題だ。流通コストの問題、保管の問

題、場合によっては粉砕しなければならないので、

そのコストの問題が出てくる。だから、そんな簡単

にはいかない。 

多収穫品種については、まだまだ。主食用でも、

地域の基準単収プラス150kgで10.5万円はいただけ

る場合がある。収量は上がったがあまりおいしくな

いというコメがあるなら対応は可能だ。ただ、地域

の基準単収プラス 150kg なのでハードルは低くない。 

■産地交付金は地域再生協議会との連携がポイント 

産地交付金は、地域再生協議会との連携がポイン

トである。制度を作った人もそのようなイメージで

捉えている。地域再生協議会が戦略や制度を地域で

考えて施行することで、非常に地域はまとまる。だ

が、各県では、全農が全県を一本にまとめている。

そういうところが、産地交付金の使い勝手を非常に

複雑にしている。その使い勝手の悪さは実際に現場

で感じている。地域の市町村協議会レベルでの運用

が進むことで、この産地交付金の使い勝手は非常に

良くなるはず。この辺も是非考えてほしい。 

5 年後、国からの生産数量の配分がなくなること

で、農業現場は勘違いしている。これも昨年の 5 月

に自民党本部に対して生産調整は見直すべきだとい

う話をさせて頂いた。これは、生産調整をなくして

ほしいという意味で言ったわけではない。主食用が

余っているのに、主食用以外の加工用米、エサ米、

米粉用米、バイオエタノール、全てに仕切りが入っ

て、横に移動できなくなっている。そして加工用米

だけが全体的な市場の中で不足している。米粉用が

余っているのになぜ動かせないのか、動かしたら今

の制度だと問題が起きる。そこをしっかり管理する

ために、地域センターはコストを使い、大勢の人間

で監視している。私はそれが非常に問題だと思って

いる。生産段階で仕切りをつけるのではなく、流通

段階で仕切りをつけられないかという提案をした。 

主食用米の生産が過剰になれば、売りにくくなり

農家は苦しい。ＪＡも我々も一緒である。全ての穀

物、農産物の生産には、需要者との契約が優先され

る。必要な物を必要なだけ生産することが優先では

ないか。 

そこでも現場は勘違いをしていると思う。協議会

からの生産数量の配分を守って生産すれば、主食は

売れるんだと農家は勘違いをしているように思う。
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主食の需要は減り続けているというのに。 

市場原理を無視すると弾かれてしまう。用途ごと

の需要に対する供給を安定させることが大切だ。こ

の辺は新潟県でも問題。トップブランドであるコシ

ヒカリがあるおかげで、皆それにばっかり目がいっ

ている。しかし、ここには全国で 1 番の加工用米の

使用できる市場がある。そこに県外から攻勢がかけ

られている。主食用は余っているのだから、それ以

外をどう確保するかが重要であるという話を何回も

しているが、なかなかうまくいかない。 

地域の需要を的確に捉えることは重要である。ま

た、担い手との融合も求められる。農協との軋轢は

あるが、場合によっては農協と連携することも非常

に重要だと思っている。残念ながら、地元農協は歩

み寄りはできないが、隣の農協が非常に好意的に

我々と協同歩調をとろうとしている。 

そして 5 年後、流通に関する情報がよりきめ細かく

提供されることになる。産地銘柄ごとの情報が分か

るようになれば、地域の考え方は変わる。 

 

■農地台帳をしっかり見直してください 

フル活用も大切だが、使える農地・使えない農地

の判断が求められている。昭和 45 年から減反政策が

始まり、「二本足で行く農地」はほぼ荒廃しているは

ずだ。ところが台帳上、「農地」と残っている以上、

現場ではそこの農地にも配分があると捉える。それ

は大きな間違いだと思う。農地台帳をしっかり見直

してください、という話は数年前からしている。い

ずれすっきりするだろう。農地は地目変更するのに

1 筆何万円というお金がかかる。そうすると誰もや

りたがらない。それをある程度国の制度の中で見直

し、登記まで連動するようなシステムになれば、地

権者負担がなくなり、すっきりすると思う。 

 

■小作料金が高い地域は要注意 

小作料金が高い地域は要注意。これは我々のこと

を言っている。今我々の地域は小作料 24,500 円。プ

ラス土地改良の計上費約 6千円、合わせて 3 万円ほ

どを払っている。ところが、他は 1万円前後が多く、

岐阜の福江営農では 5 千円だった。戸別所得補償は

名前は変わったが経営安定対策の固定部分。1.5 万

円もらえば、5 千円を地権者に渡し、残り 1 万円が

懐に残り、農産物が丸々残る、といったもの凄い経

営をしていた。我々は 1.5 万円もらっても足らない

から 1.5 万円を足して払わなければならない。こん

な違いがある。それが今年度、7.5 千円に減ってし

まい、経営はますます苦しくなる。農業現場の再構

築、これは農協も含めて考えなければならない。 

 

■日本型直接支払は農協が機能しなければ失敗する 

日本型直接支払の創設は農協が事務局をできない

のか。そんなに難しいことではない。農村振興局の

予算でやっているので土地改良はとりにいっている

が、ここだけに任せるのではなく、みなさんもご一

緒したらどうか。とんでもない予算だ。そうするこ

とで地域とのコミュニケーションもとれると思う。 

行政の姿勢が問われる。これは行政に関わらず農

協もそうだと思う。現場が機能しなければ全くダメ

だ。現場がいかに機能するかが、今回の政策の非常

に大事なポイントである。農協が機能しなければ、

この制度は残念ながら失敗すると思う。我々農業経

営者は、経営が継続できるような体制のもっていき

方をし、農産物だけ売ってペイしようと思えば絶対

に無理だと思う。 

我々は今年から海外にも出そうと思っている。実

は出ざるを得なくなったというのが本音。昨年まで

120 トンの政府備蓄に取り組んだが、今年は全農が

政府備蓄をほとんど独占してしまった。200 トン位

の備蓄にエントリーするという考えでいたが、残念

ながらその行き先がなくなり、価格が下がったこと

で輸出米として逆に出やすくなっているためである。

アジア方面に出かけようかと考えている。 

輸出についても課題がある。アメリカ、ヨーロッパ

は農産物に輸出補助金を付けているが、なぜ日本は、

それができないんだろうという疑問である、WTO の

ルールで、日本はコメに対する関税率を 770％かけ、

 - 5 -



JA-IT 研究会 第 36 回公開研究会報告（2014 年 3 月 14 日） 

 

 - 6 -

国内のコメを守っていることが要因と思われる。元

事務次官の方にお会いしてそのことを聞いてみたら、

「関税率を 200％位に下げることで、日本は直接支

払いという制度を仕組めることができると思う」と

いうことだった。今日、農地を維持することが必要

になってきているが、水田地帯は水稲しか作れない

ところが多い。しかし国内はコメが余り続けている。

このミスマッチを、輸出で少しでも解消できないか

と検討することが必要ではないか。 

現在皆さんに報告できる事柄はこの程度。なんと 

か地域で活かしてもらいたいと思いながらやってい

る。 

 

 

司会（松岡）：現場が動かなければこの制度は失敗するというのは、私も同感。市町村は合併で農政のプロがいない。農

協も合併で、特に営農経済部門は体制が弱体化している。現場の機動力が求められているが、現役でやるのに手が足りな

ければ、行政ＯＢや改良普及員ＯＢで体制を強化していかないと失敗するだろうという強い懸念を持っている。熊本県で

は、行政ＯＢや改良普及員ＯＢを政策推進に巻き込もうとする動きができてきているそうだ。 


