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［北海道農業経済研究 第3巻第2号 1994.4] 

［論文］

北海道における農業生産法人の現状と課題

I 課題と方法

日本の農業問題として今日最も重要な課題のひ

とつに、農業生産の担い手をどのように形成・育

成していくかということがある。このためには、

いかに農業所得を確保していくか、若い後継者が

農業に魅力をもち参入しうるかということを解明

していかねばならない。

第一に、若者が就農するためには、一定の生計

ができる「農業所得」の確保を必要とする。その

ために現在の農産物価格の低迷下では、農畜産物

の生産費をできるだけ節減し、適正な規模の確保

や新しい作目の導入を考えていかねばならない。

第二に、地域のなかに若者を受け入れられる農業

経営（農家・農業法人経営）を形成しておかねば

ならない。そのためには、現存する農業経営を維

持•発展させていく方法が問われる。また今日の

環境（汚染）問題の顕在化のもとでは、地域的な

協同によって持続的・環境保全型農業をどう展開

させていくかということも重要な課題である。

以上のような課題を解決していく軸になる農業

経営形態としていま、農業生産法人経営が注目さ

れている。それはまた、基本法農政の見直しとし

ての新農政の推進とも相侯って形成・促進されて

いる。すなわち、農業生産法人が新農政の推進の
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柱のひとつであることは、これまでの政府の方針

や二つの新法で明らかである。さらに本年度の

『農業白書』でもそのことが明示されている。こ

のような農政の推進姿勢とも関連して、農業生産

法人の形成が促進されている。このことと関連し

て、若い農業後継者の間で農業生産法人への期待

が高まっている 1)。

本稿では、農業経営の企業形態論的な視角から

農業生産法人の実態を具体的にみることから、果

たして期待どおりに企業的な形態として農業生産

法人が形成され、展開しているのか2)、また展開

上さまざまな困難が予想されるが、その問題をみ

ると同時に、今後展開できうる条件とはどんなこ

となのかを明らかにする。つまり、一般に企業形

態としての企業経営の特徴は、経営と家計、所得

と労働が分離し、雇用労働を広く利用しているも

のである。すなわち、多数の雇用労動力を計画的

な協業によって活用して農産物を生産し、純利益•

利潤と資本の増殖を目的にしている単位組織体と

いうことができる 3)。しかし、道内の農業生産法

人はこのような目的をもち形成・展開してきてい

るのかを、道内に現存する農業生産法人の実態を

みながら、農業生産法人の現状とその性格把握と

今後の農業生産法人のあり方、課題をここでは考

察していくことにしたい。

-30― 



注 1)各種の調査によると、高い割合で担い手として

農業生産法人に期待している。あるいは、将来

農家を農業生産法人にしたいとする青年後継者

が多いことがわかる。具体的には全国農業会議

所『農政調査時報』第434号の五條満義報告 (1

992. 11、18"-'30頁）、第441号の伊藤憲章報告

(1993. 6、32"-'37頁）、第444号の安藤義道

教授報告 (1993. 9、27"-'35頁）などを参照。

注 2) 岩元泉•佐藤了「企業形態論」 （長憲次『農業

経営学研究の課題と方向』日本経済評論社1993.

10、143"-'166頁）を参照した。なお、ここでも

述べられているが、農業を対象にした企業形態

論はそれほど多くない。北海道農業を対象にし

た農業経営の企業的経営を検討したものとして、

北海道農業経営研究会『農業経営の展開方向』

(1984. 4) も参考にした。

注3)酒井惇一「第4章企業経営」及び吉田博「第 3

章共同（協業）経営」 （吉田寛ー『農業の企業

形態』地球社1979. 2)を引用・参照した。

II 農業生産法人の現状と形成・

展開の特徴

1 . 全国の形成・展開の実態と特徴

1961年に成立した農業基本法による「協業の助

長」の提起を受けて、協業経営・共同経営が育成・

拡大される。他方従来の自作農の展開として農家・

家族経営の共同化、その経営の結合形態としての

共同経営や農業法人経営も形成されてきた。さら

に、生産組織を内包する営農集団や生産組織それ

自体が経営法人化するものも生まれてくる 4)。こ

れらの経営法人の形成過程は必ずしも順調なもの

ではなかった。すなわち、法人化を要求する各地

の運動を背景に、農地法と農協法の一部改正によっ

て1962年より制度化されたものであり、それが農

事組合法人か有限会社法人等の会社法人という近

代的な「企業形態」として、認知され展開するこ

とになったのである。この二つに分けられる法人

の性格は、前者がより多くの農家が参加して形成

される共同体的なものであり、後者は一般的な会

社法人に近い企業的なものとされている。後ほど

みるが後者も必ずしもこうした性格とはかぎらな

し、

と゚もあれこのような制度の確立に伴って、農業

生産法人は表 1のように展開していくのである。

全国的には、 1960年代1,000台から、 1970年代2,0

00台、 1980年代の3,000台、そして1990年代の4,0

00弱へと着実に増加している。このなかで有限会

社は、 1970年,....__1990年の間に1,500,....__2,000台となっ

ている。だが、北海道を除くと、農事組合法人の

方が多く、 1970年1,000台から1990年1,600台へと

増加している。つまり府県は、約 6割が農事組合

法人である。業種別では、転作政策によって稲生

産の後退と関連して米麦作法人が大きく減少し、

かわって畜産法人が主流へと大きく転換してきて

いる。また全国的にみると、生産法人自体は今日

減少局面に入ったとみられるが、地域的な差異を

もって展開している。つまりこれを地域別にみる

と、増加しているのは、北海道、北陸、九州など

である。さらに法人形態別にみると、有限会社法

人（会社法人）が増加しているのは北海道、北陸、

九州であり、農業組合法人で増加しているのは、

北陸、九州である。つまり、両方とも増加してい

るところは少ない。このような全国的、地域的な

傾向が明らかになっている。しかし、どのような

問題があるから、このような後退、減少がおこっ

ているのか。 「農政」が支援・推進していく方向

を提示しているにもかかわらず、それほど増加し

ない要因がどこにあるのか、その点の解明を行う

必要があろう。ここでは、道内の農業生産法人を

中心に、現在おかれている諸問題を提示し、今後

の農業生産法人の展開上の課題を考察する。
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2. 道農業生産法人の形成展開と性格

ところで、このような全国的な法人の形成・展

開は北海道内• 各支庁でもほぽ共通しているが、

北海道的な特徴もある。

北海道の特徴は、一時期1977年に1,451に増加

した農業生産法人がその後減少し、 1980年頃を底

に再び急速に増加傾向にあることである（表 1参

照）。つまり 1980年以降1,000台から1993年には

これまでの最高の1,462へと増大する。法人形態

としては、全国でみると有限会社法人の方が多い

が、道の場合その割合が極端に高いのである（各

支庁ほぼ共通）。すなわちその割合は、農業生産

法人のうちの1975年84%、1985年86%、1993年89

％も占めている。さらに業種別では畜産法人（肉

牛や酪農法人）の増加が今日でも著しい。最近で

は、これに野菜や軽種馬、果樹生産法人やその他

の複合型の生産法人の増加がみられる。

構成戸数は、全国とは異なり依然として 1戸 1

法人が中心である。しかし、その中身をみると、

僅かではあるが、最近では 2戸以上 1法人の増加

が進展している。また、構成員別でもこの傾向が

明らかである。だが、北海道の法人化の特徴は、

府県が生産組織・営農集団の法人化が多いのに対

して、 1戸 1法人が多数を占める。家族経営の展

開のひとつの方向として経営法人が伝統的に形成

されてきたということができる。

支庁別で法人数が多いのは、日高、十勝、石狩、

網走である。そして最近の傾向では、日高、十勝、

網走、上川などが増加し、石狩、空知などが減少

している。これは、畜産、畑作（野莱）法人の増

加と米麦作法人の後退が対照的に展開しているの

である。このことは、代表的な市町村における生

産法人数の変化としてあらわれている。つまり、

法人を新たに形成するときには、法人形成の目的

に照らして、当然ながら働く人に他の職場と同程

度、あるいはそれに近い労働・賃金水準が保障・

維持でき、しかも収益•利潤が得られる可能性の

高い作目を選択しているということである。

以上のような展開から、道内では有限会社法人

が極端に高いことがわかるが、それではその法人

のほとんどが企業的な形態であるかというと必ず

しもそうではない。つまり、 2戸以上 1法人で構

成員と同じ程度の届用労動力抱える法人もあり、

企業的な利潤を獲得しているものもある。それは

まさに企業的経営といえるが、道内の大半の経営

法人は 1戸 l法人ゆえに家族労動力に若干の雇用

労動力を必要に応じて使用しているに過ぎない鸞

そのことは法人の構成員は 2,...._, 3人が中心で、こ

れに例えば鹿追町や千歳市などでみると雇用者は

1,...._, 2人程度ということに示される。これは、大

規模農家が家族労動力に常雇や臨時雇を少し雇用

している形態とほとんどかわらないものといえる。

それは、つぎにみるような動機から大半の農業生

産法人が形成されてきたことにも起因している。

注 4一拙稿「営農集団の法人化」 （北海道農業会議

『北方農業5』1992. 5)などを参照されたい。

注5)全国農業会議所『農業生産法人実態調査報告書』

(1994. 1、8"'9頁）によれば、農業生産法

人が従業員を年間雇用しているのは59%で、う

ち1"'2人が20%、5人以下が35%である。こ

の他パートを雇用している法人が67%あるとい

うことである。つまり大部分の農業生産法人は、

家族構成員労動力と若干の雇用労動力によって

担われているとみられるのである。

III 形成の動機と問題点

1 . 法人形成の動機と経営的な意義・ メリット

これまでいわれてきた法人形成の第一の動機は、

税制上の特典があり、節税効果がある。第二に、

各種の社会保険が容易に受けられ、しかも保険料

などを経費として扱うことができる。第三に青色

申告からの複式簿記などの記帳が必要となり、社

-32一



会的な信用力がつく。そのことはまた、資金規模

の拡大ができ経営規模の拡大が容易になるなどで

あった。ほかにも様々な経営的なメリットがある

が、最近では、非農家からの新規参入者を容易に

導入できることから農業後継者対策も可能だとす

る意見もある。さらに、経営の発展として、また

地域の農業を維持していくために、地域・協同型

の経営法人を形成するというものが多いとみられ

る。

ところで、法人形成にどのような経営的なメリッ

トがあるか具体的に考察することにする。農業生

産法人の日本農業に占める割合は大きなものでは

ないが、表 1にみるとおり、その数等は着実に増

加している。道内でも戸数の増加に加え、法人の

抱える経営耕地面積も年々増加している（全経営

耕地面積に占めるシェアーは3.7%へ）。現在の

ように農業環境の厳しいもとで、このことの意義

は大きいと考えられる。このように法人が着実に

増加してきているのは、経営的には次のような意

義があるからである。法人を形成するということ

は、農地・耕地規模の拡大が比較的容易になり、

決算書作成等による取引信用が増大し資金調達の

拡大の可能性が高まる。さらに、働く人が重要視

する社会保険・保障制度等が他に働くのと同じよ

うに適用されることから、労働力（後継者、扉用

労働力）の確保が容易になる。しかも、記帳が義

務付けられ自らの足元をみることができ、しかも

税金対策にもなる。また、経営成果として表 2に

表1 農業生産法人数の推移

メ口よ 計 有限会社 合名会社 合資会社 農事組合法人 米麦作 果 梅 畜 産

全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道

1965年 1,295 263 712 196 1 1 14 4 568 62 242 548 299 

1970年 2,740 949 1,569 769 3 2 24 5 1,144 173 806 633 871 14 749 260 

1975年 2,879 1,163 2,007 980 3 2 13 4 856 177 788 660 845 11 852 512 

1980年 3,200 1,089 1,939 933 3 2 18 4 1,240 150 743 578 700 14 1,103 586 

1985年 3,168 1,292 1,825 1,114 5 3 14 4 1,324 171 553 394 516 10 1,262 603 

1988年 3,609 1,283 1,986 1,113 5 2 13 4 1,605 164 546 343 565 8 1,472 623 

1990年 3,816 1,318 2,167 1,155 7 2 16 4 1,626 157 558 315 592 11 1,564 647 

1991年 3,748 1,360 2,184 1,197 7 2 16 4 1,541 157 599 314 567 14 1,508 681 

1992年 '"' 1,430 "" 1,270 2 """" 4 154 ""' 347 -- 12 ・-・・ 704 

1993年 1,462 
__ , 

1,303 2 4 153 "● " 341 ’’’ 33 709 
資料：道晨地謂整課調ぺと、農水省『ポケット農林水産統計』から作成。

表2 農業生産法人の所得の位置と推移

農家一戸当たり所得 農業専従者一人当たりの所得

1978年 1983年 1988年 1990年 1978年 1983年 1988年 1990年

全 国 29.1 28.0 22.5 26.7 52.9 56.8 51.2 58.4 

北 海 道 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

十 勝 148.7 109.2 153.0 159.2 105.6 83.3 118.4 112.3 

上 JII 94.4 96.9 76.3 84.0 95.9 97.7 83.5 87.8 

網走管内 103.1 121.1 156.7 135.0 92.1 105.5 130.0 88.2 

東藻琴村 136.2 142.3 198.3 144.1 98.1 107.0 141.5 103.3 

N組合法人 35.2 218.8 161.3 205.3 45.4 276.8 203.9 256.1 

A組合法人 69.0 149.1 137.5 155.1 54.0 122.5 124.1 138.2 

k有限法人 75.1 135.0 103.1 143.2 64.7 120.6 93.1 127.6 

u 法 人 153.9 205.7 211.4 189.9 132.4 185.8 238.5 187.9 

I 法 人 268.5 433.5 238.3 489.7 230.9 391.6 198.6 201.4 

T組合法人 103.1 152.2 154.5 176.8 101.4 137.5 139.5 140.0 

IW有限法人 121.0 181.2 129.0 •• •• 一 131.2 163.6 115.0 
資料：生産晨業所得統計と聞取謂査から作成
（註） N と Tは十勝管内の畑作•野菜等の生産法人、 Aは上ill管内の混同経営法人、 K 、 U 、 I 、 IWは網走管内の酪晨、及ぴ畑作、混同経営法人である。

-33一



みられるように地域の他の経営と比較して経営的

効果が上がり、法人経営の方の「所得」が 2倍程

度高くなるなどのメリットがある。さらに法人形

成後退の具体例としての深川市の実態が「所得」

にあらわれているとみられる（図 1、図 2)。
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図1 農家 1戸当たりの生産農業所得の推移

資料：生産農業所得統計より作成
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図2 専徒者 1人当たりの生産農業所得の推移

資料：前図に同じ

つまり全体としてみれば、営農集団の多い網走管

内などの「所得」と比較しても、法人経営の「所

得」の方がかなり高くなっている。ただし、厳密

にみるとそれが安定的であるとは必ずしもいえな

い。作況の変化や経営努力の後退などによってそ

の優位性が崩れる程度のものである。しかも、 1

戸当りの経営耕地規模ではほかの農家と比較して

法人は 2~3 倍、表記した優良法人では経営規模

では 5""6倍位もあるが、 「所得」等ではそれほ

どの差はない。つまり、それほどスケールメリッ

トが働いていないようにも思われる。ほかにも、

次にみるような問題がある。

2. 経営的デメリットと制度上の問題点

最近出された新政策でも経営法人推進政策が打

ち出されているように、農業法人の施策や議論も

全体として肯定的・積極的なものが多い。しかし、

法人経営にも当然ながら問題や課題があることを

忘れてはならない。

従来問題にされてきたことは、第一に経営・会

計処理管理がうまくいかない、経理がガラス張り

にできないということがある。それは、本来ある

べきものが法人にないことによる。つまり、会計・

経理などの経営管理能力をもった構成員がいない。

あるいは育成していないことが原因である。第二

に、これとも関連して人の和が保てないことがあ

る。とくに多くの構成員によって設立された営農

集団型法人・農事組合法人等でこの問題がよく出

され、人間関係のトラブルがもとで法人が解散す

る例があとをたたない。第三に、未経験等もあっ

て資金調達がうまくいかない、しかも経営的にも

純利益がでない。法制度が成立した当初の頃の有

限会社法人の場合には、農協の制度資金が思うよ

うに借りられなかったといったようなこともある。

第四に、そのことは、役員への報酬を払えないだ

けでなく、雇用者にも賃金が払えなくなる。第五

に、設立時の経営規模に安住して、農業技術の革

新や農畜産物販売の市場開拓の努力が疎かになる。

第六に節税になるかといえば、ならないこともあ

り、しかも社会保障制度への負担も嵩むなどとい

うこともある。第七に法人形態• 会社法人になっ

ても、農業経営ということから依然として他の企

業のように定期的な休みもなく、一人当たり

3,000時間というような長時間労働のものもある。

以上のような問題の中で、若者にもっとも切実
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なことは、定期的に給与と休日がもらえないこと

である。とくに、大規模家族経営とかわらない一

戸一法人にこのことがいえる。畑作経営法人に就

農しているほとんどの若者は、自分の法人でわず

かな小遣いをもらっているだけなので冬場・農閑

期には出稼ぎをして不足する小遣いを稼いでいる。

これでは、農業外で働いたほうがよいとする若者

が増えざるえないと考える。こうした問題点を克

服・クリアーできないと、これ迄解散した多くの

法人がそうであったように、せっかく結成しても

崩壊の運命を辿ることになる。全国的には、法人

は年間数百結成され、同じくらい解散している。

北海道でもこの間60,..._,70ほど法人経営が純増して

いるが、その反面コ‘ノスタ‘ノトに50前後が解散し

ている。ここ 2、3年解散件数が少ないことから

全体での増加になっているのである。

この他に法制度上の問題点がある。最近「緩和」

されたとはいえ農事組合法人の付帯事業の範囲が

非常に厳密・限定的であることから起こる問題が

ある。また、北海道ではあまり問題となっていな

いが、経営責任者要件の問題や常時従事者たる構

成員が二分の一以上でなければならないことや、

これも緩和されたが、農事組合法人の構成員要件

が多すぎるなどの問題もある。さらに、構成員の

後継者では農地の一括生前贈与税の猶予ができな

い、特例が受けられないなどの問題もある。これ

らの諸問題、とくに経営問題の解決には地域的な

レベルで考えていかねばならない場合が多い。こ

うしたことから、今日の段階では地域での他の経

営との協同•協力関係や関係諸団体の支援システ

ムがなければ、法人経営といえども存続が厳しく

なっているといえる。さらに最近の問題は、従来

の共同体的な法人が新規参入者を組入れようとす

る場合の問題もみられる。というのは、構成員の

子弟や知り合いでない人を構成員にする場合の基

準が不明確であることや、参入による変化が予測

できず対応しぎれないなどの問題がある。

W 今後の展開方向と条件

これまでみたような問題を解決していくには、

次のような企業化ではなく協同化などの方策が必

要であり、これを実践している農業生産法人が展

開しているとも考えられる。

, . 農業生産法人の協同（共同）化

農業生産法人といえども、従来の経営規模や技

術水準、構成員では順調な発展ができない。した

がって、新たな部門の新設・規模拡大(-戸一法

人、共同経営法人の展開）、新規参入などが必要

であり、それを模索する法人が登場し、新たな方

向を示している。例えば、長沼町のKO農場法人

では、水稲に転作作物・野菜など、さらに肉牛部

門の新設を行っている。これに伴い大卒の常雇 2

人を雇用し、肉用牛部門を専門的に行わせる。し

かも、肉牛部門は堆きゅう肥の供給源という位置

付けにもなっており、部門間の有機的な連携がと

れた大規模複合経営として展開している。白滝村

の I農場では、畑作に高冷地を活用してのプロッ

コリー等の野菜と和牛を飼育する肉牛部門を新設

し、全国各地から研修生や雇用者を導入し、経営

規模の拡大を進めている。さらにこの農場でも肉

牛部門は堆きゅう肥の供給源として畑地・野菜作

付け地と深く結びつけた部門問の複合化を実現し

経営の発展をもたらしつつある。鹿追町のN経営

法人では、他の経営との協力協同関係を進めてい

る。その内容としては、農協の土地、及び酪農家

の畑地との交換耕作を行い、種子馬鈴薯を軸にし

た畑地のローティショ‘ノを完結させている。その

うえ、新しいキャベツ等の野菜の拡大や苺を軸に

した観光農圏を新設し、非農家からの研修生も導

入して新しい多角的な経営展開を続けている。網

走市のU生産法人では、酪農部門と畑作部門を有

機的に結合させ高い生産性をあげている。しかも、
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現在の水準に甘えることなく、新たな部門の新設

を考えている。この法人でも、構成員に新規参入

者を加え、経営管理や技術の革新をはかっている。

つまりこれらの例は、従来の経営蓄積のうえに、

地域の特色を生かした新しい部門を取り入れ、経

営の飛躍を遂げてきているように思われる。この

ような新しい作物・部門の導入などの法人経営の

革新や、新しい経営問協同・結合関係などを形成

していくことが、法人の発展・展開の方向のよう

に思われる。

2. 農業生産法人間協同と別会社化

この展開はさらに1980年代ころより、法人間の

協同化や別会社化を行う方向へと進展しているよ

うに考えられる。すなわち具体的には、三農事組

合法人間の協同化としての富良野市農業生産法人

の例などがある。この市農業生産法人は任意団体

ではあり、性格は、機械・施設等の共同利用組織・

生産組織としての役割を果たしている。つまり互

いに経費を出しあい共通する機械・車両運搬具な

どを購入し、互いの生産費の削減を果たしている

ものである。しかも、 A農場と B農場間の畑地の

交換耕作や、農場問の労働力調整・労働力の交換

的利用と機械の共同利用、堆きゅう肥等の有機物

と麦わらとの交換利用などの調整機能ももち、さ

らに生産技術の習得・研修と生活•福利厚生の向

上を協同で推進していく役割をもつものである。

ほかに、畑作・野菜法人のB農場がA農場のホル

雄牛の肥育を受託し、委託料と堆きゅう肥の獲得

という方法による互いの経営改善を行っている。

このような取組の結果として、例えばA農場の

1978年と1989年を比較すると、一戸当りで混合所

得で270万円から800万円へ、また農業専従者一人

当りでは120万円から400万円へと増加している。

このことはまた、生産コスト低減を実現した結果

でもある。つまり、この五年間で機械費、肥料・

農薬費などの生産費が 6"-'20%減少していること

に示される。また畑地の交換耕作などによって、

輪作体系を確立していることから、連作障害の回

避による農産物の質•量の向上をもたらした。 トー

タルとして経営• 財産の発展基準であるバラ‘ノス

シートでの安全性の拡大をもたらした。例えば、

流動比率や当座比率が100%を超え、自己資本比

率も年々向上しているのである。

もうひとつの展開方向として、白滝村の有限会

社法人生産加工セ‘ノターの形成がある。つまり、

別会社化という方法である。これは、白滝農業の

基幹であり畑作農業の重要な柱のひとつである馬

鈴薯生産を引き受ける加工部門である。部門を別

会社化した理由は、 1970年代に入ると、澱粉の処

理が従来の工場施設だけでは廃液処理が不十分で

公害規制をクリアできないことになり、新たな施

設投資を必要とされるようになった。個別では新

たな施設投資費用がかかりすぎるということから

2,....., 3の法人が呼び掛けとなり、法人等の出資で

澱粉廃液処理のできる澱粉工場を建設し、澱粉の

受託加工を行う「セ‘ノター」を結成することにし

た。そこに、麦作集団の共同乾燥調製作業（施設

は農協有）をも引き受け、この 2つの事業を行う

ことを目的にして1972年に白滝農業生産加工セ‘ノ

ターを結成したのである。 1982年頃から補助事業

を受けて結成した地力組合のスラリー散布を行う

事業もこれに付加した。これには、近くのK酪農

生産法人からの排泄物の提供という形で酪農専門

法人も参加している。つまり、これは地域の法人

経営を基幹とする、農業生産法人と農家を支援す

る、相互に連携する複合農業システムともいえる

ものである。しかも、これを農協が事務的な管理

に協力しており、法人間協同とみられる加工セ‘ノ

ターの展開を支えているのである。これによって

地域の農業・法人の発展が支えられているだけで

なく、地域労働市場の形成にも貢献していると考

えられる。
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V 今後の展望と課題

これまでみたように、法人経営が形成され着実

に展開してきているが、問題点も多い。法人経営

の内的な問題としては、これまでの家族経営を法

人化したからといって、従来の諸問題が全て解決

するわけではない。また、構成員の長男・次男だ

から法人経営に就職しなくてはならないわけでは

ない。資金や経営耕地規模が大きくなったことか

ら、それに見合った経営能力、技術力を高めなけ

ればならない。ない場合には、ほかから導入や雇

用しなければならない。そうでなければ、従来以

上の粗収入•所得をあげることはできない。また、

農地の地力を維持しなければ、作目の単収・質を

上げえず経営の生産力を上げることができない。

厳密な経営・会計管理を行なわなれば社会的な信

用もはかれないのである。法人経営が長く存続し

ているものは、これらの努力をしている。例えば、

経営の後継者をどのように考えているかというこ

とが重要である。発展している法人では、後継者

については経営能力や新しい発想のある新規の参

入を積極的に取り入れている。農業を職業として

選択し、これに意欲的に関わろうとする後継者を

ひろく採用してきているのである。このような様々

な努力なしでは法人経営といえども存続が危うい

のである。つまり、個別経営・農家が個別で存続

できない場合、他との共同化、生産組織や営農集

団的な補完組織や仕組みを必要とするのと同じよ

うな仕組みを、法人経営でもとらねばならない。

さらにそれを担う労働カ・経営者も従来の農家の

家族であれば、どんな場合でも後継者にするとい

う発想を転換して、農業経営に意欲のある有能な

人を参入させている。このことは、これからの農

業生産法人にとって最も求められることと考えら

れる。

これらのことを忘れずに、人的な配置・管理を

軸にした経営管理、会計管理を厳密に行なってい

くことが存続・展開のための必要条件といえる。

このように法人経営自身の努力に加えて、機械・

施設の値段の引ぎ下げや法人形成・存続のための

助成、低利の融資、支援制度などの諸制度が確立

されなければ、法人経営といえども拡大展開を遂

げることは厳しいといわねばならない。さらに、

地域の関係機関・諸団体の協カ・支援・調整のも

とで、他の農家・家族経営（複合経営）とともに

農業生産法人を位置付けていくことが最も大切で

あると考えられる。他の経営との競争ではなく協

調・調和のなかで法人経営も生き残っていけるの

ではなかろうか。つまり、法人経営は大規模経営

が多いからといってほかの農家・経営との協力•

協同関係がなければ、みずからの経営の発展・拡

大展開を遂げ得ないと考えるのである。

自生的に発展してきたと考えられる北海道の農

業生産法人も、新農政のもとで新たな対応が求め

られると考えられる。その場合には、従来の法人

経営の展開上の問題点と課題を踏まえ、展開方向

を地域レベルで考えていく必要がある。それには、

関係機関・団体（農協）等の協カ・支援も必要に

なるであろう。そのことは、企業的な経営に到達

していると考えられる一部の農業生産法人におい

て当てはまることと考えられる。たが、いずれに

しても道の経営法人は、企業的な利潤を目的に形

成されたものは少なく、しかも結果としての経営

成果も純利益を安定的に確保し、資本蓄積が十分

確保して展開しているというものはほとんど存在

しない。そこへの展開経路を辿っている優良法人

は数えるほどしかなく、圧倒的多数は、自らの労

働に他の協力を得て平均的な恒常的勤労者・労働

者の年間賃金に匹敵する、あるいはそれに近い混

合所得を構成員全員に得られることを目的にして

おり、そうした方向に展開しているように思われ

る。しかも、今後もこうした法人が道内の場合は、

基軸になるものと考えられる。その場合にも、こ

れまでみたような強力な支援システムがなければ
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今後の展開は覚束ないものと考えるのである。

【付記】本稿は、 93年度北海道農業経済学会の秋の

シ‘ノポジウム報告を、従来の研究成果などを踏まえ

整理したものである。したがって、すでに発表した

ものも含まれるが、内容については加筆・補正した

ものである。

（平成6年2月10日受理）
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