
現地調査

〔 本協会の農地管理基礎調査の一環 として、 「集落における土地利用と規模拡大の条件に関する調査」を大泉一貫、秋山満の両氏にお願い し、その報告を編集 し、掲載 した ものである。 〕

1.胆 沢町の農業概況

1)地 域の位置

岩手県胆沢郡胆沢町は、岩手県南西部に位置

し、西は奥羽山脈を境として秋田県東成瀬村に、

南は衣川村、北は金ケ崎町、東は水沢市、前沢

町に隣接 し、東北新幹線水沢江刺駅より、西方

約13㎞ の地点にある(図1)。

胆沢町の交通網は、その要として国道397号

線が町中央部を東西に走 り、この国道から南北

に走 る県道5路 線、および、広域営農団地農道

が格子上の道路パターンを形成 している。新幹

線水沢江刺駅か ら車で30分 、東北 自動車道水

沢インターチェンジか ら車で15分 の距離にあ

り、高速交通網の整備 も良好といえる。

胆沢町の総面積は約3万ha、 ち ょうど伊豆

大島と同じぐらいの面積を有 している(表1)。

しか し、町面積の約7割 強は、町西部一体の山

岳 ・森林地帯であ り、焼石岳を主峰に1,000m

以上の山々が連なり、栗駒国定公園に指定 され

ている。 この西部山岳地帯に源を発する胆沢川

に前川、尿前川が合流 し、この合流地点に日本

最初のロックフィル式の石渕 ダムが建設されて

いる。 この ダムの建設にともなって水利施設 も

図1胆 沢町の位置図

表1胆 沢町における土地利用の現況
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整備 され、約5,000haに 及ぶ水田に潤沢に水

が供給されている。現在、さらに容量を拡大す

るため新石渕 ダム改修計画も進んでお り、この

ダム改修が完成すれば、本町はもとより、水沢、

前沢を含む胆沢平野一円の水利施設が整備され

ることになる。

胆沢町の農用地約5,500haは 、西か ら東に

緩やかな傾斜をもつ町東部の扇状地に集中 して

お り、その標高 も70mか ら300mと かなりの標

高差が存在 している。胆沢町の地質を大別す る

と、標高差に対応 して町西部山間部地帯と町東

部扇状台地の北部、および南部の3つ に分類 さ

れる。 うち、扇状台地の北部は沖積層で、古 く

から水田の開けた地帯であり、調査集落の新中

集落 もこの地帯 に属する。扇状台地南部は平坦

部と段丘部か らなり、段丘礫層とローム層から

構成 されてい る。 うち段丘部は用水確保が困難

だった ことか ら、昭和30年 代の開拓事業によ

りようや く水田化された地帯である。新中集落

と姉妹部落関係 にある大畑平集落は、 この段丘

部に属する。

気候は、年間平均気温10.4℃ 、年間平均降

水量1,255.5㎜ 、無霜期間は160日 程度である。

しか し、 日照時間は年間2,442時 間と短 く、ま

た年間曇天 日数が200日 程度 と最大であり、 し

かも雨が150日 程度となっているため、稲作 に

適 した環境とはいいがたい。また地形的に標高

差があるため、この気象環境はより増幅 された

形で地域差を伴 って発現す る。 さらに、傾斜の

ある西部山間部、および南部丘陵地帯では、耕

地に平地林が混在する形 となっているため、地

形上からもこの格差は拡大することになる。町

全体 としては、昭和30年 代の開田ブームを契

機に山間 ・丘陵地帯へと水田化を押 し進め、耕

地の9割 が水田となったが、旧聞地の北部水田

地帯 と丘陵地帯たる南部開田地帯との経済格差

は町合併 当時からの問題であった。町農業の振

興は、こうした格差を前提にしながら進めざる

おえない環境にあったといえる。

2)地 域の経済概況

表2に 胆沢町の人口の推移と産業別就業人 口

を示 した。人 口は約18,000人 、 うち農家数が

約85%を しめる。水沢市に隣接すること、東

北新幹線、東北 自動車道の開通による高速交通

網が整備されたこともあり、 この問わずかなが

ら人口が増加傾向にある。町東部平坦地には水

沢市からの宅地化も徐々に進展 してきてお り、

今後 も緩やかな人 口増加が進むものと思われる。

しかし、町の産業の基幹が農業である点に変

わ りはない。産業別就業人口を見れば、農業が

なお過半を占めるのに対 し、第2次 、3次 産業

の割合はなお低 く、その伸びも鈍い。進出企業

もいくつか立地 してきたが、町内就業基盤はな

お農業が主体といえる。表3に 産業別純生産の

推移を見たが、この間の生産調整の拡大、及び、

50年 代後半の冷害の影響 もあ り、農業生産額

の落込みが目立つ。50年 代にはなお43%を 占

めていた ものが、60年 には3割 にまで落ち込

んできている。農業情勢の厳 しさは、胆沢町の

産業基盤を極限まで追いつめてきているのであ

り、米単作か らの脱皮がこの間模索 されること

になる。

農業情勢の悪化への対応は、一つには兼業傾

斜を加速化させた。表4に 専兼別農家数構成比

を見たが、専業農家はすでに1割 にまで低下 し、

この間急速に一兼化が進行 した。就業先は主に

水沢市だが、基幹的農業従事者が急速に減少 し、

男性で11%、 女性で20%に まで低下 してきて

いる。図2は 、年齢階層別の農業就業人口構成

比を見たものだが、農業労働の婦女子化、高齢

化が進行 して きていることがわかる。農業就業

人口は、この間6,262人 から5,606人 へと約600
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表2胆 沢町における人口の推移と産業別就業人 口割合

表3産 業別純生産の推移

表4 専兼別農家数構成割合(60年)
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人ほど減少 したが、これは、主に若年層の新規

農業就業者の減少によってもたらされた。胆沢

町の農家は、兼業化の波と生産調整等の農業情

勢の悪化に、家族内世代別分業体制で対応 した

のであ り、高齢者 ・婦人層の農業就業、中高年

男子労働力の一兼化、若年層の農外就業が構造

化してきている。それは、開けてきたとはいえ、

なお中高年層、婦人層に厳 しい雇用環境への農

家的対応の反映だったともいえる。

もう一つの対応は、農業生産の複合化、商品

生産化の流れである。さきに、表1に 耕地の構

成割合を示 したが、昭和30年 代を通 じた開田

の進展により、胆沢町の土地利用は稲作への傾

斜が著 しかった。 しか し、米価の停滞、転作の

拡大 という条件変化の もと、開田地帯を主体に

畜産基地への再編、野菜作への転換が進行 して

きている。畜産は、繁殖牛 を中心に、前沢牛産

地 として産地化が図 られてきており、野菜作で

は、ピーマンが日本一の産地へと躍進 してきて

いる。図3に 胆沢町における農産物の販売額の

推移を示 したが、稲作の停滞に対 し、畜産 ・野

菜類の躍進が 目立つ。そ して、こうした農業形

態の変化が地帯差を伴 って展開してきている点

が胆沢町の特徴である。先の扇状地の北部水田

地帯と南部開 田地帯の土地条件の格差は、 この

生産調整下において、北部兼業水田停滞地帯と、

南部専業複合地帯の躍進として、地帯差の逆転

として発現 しつつある現状 といえる。

こうした地帯格差の逆転現象の背景には、そ

の土地基盤整備の格差が存在 している。胆沢町

の農地の整備率(30a区 画基準)は 、田が20

%と なってお り、近隣市町村に比較 して著 しく

低い。表5は 、この間の胆沢町における主要な

土地基盤整備事業の進展状況を見たものだが、

表にみるように、区画整理事業の遅れが目立つ。

土地改良の主体は胆沢川河川流域を主体 とした
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図3農 畜産物販売額推移



用排水整備がその主なものであり、旧開地帯で

は若柳地 区の一部453haが 区画整理 されたに

過 ぎない。それに対 し、小山地区を主体とする

30a区 画 中心の農地造成は1,055haに 及 び、

耕地条件では旧開地 との間に大 きな整備格差を

もたらした。今 日の機械化営農段階では、 こう

した圃場条件格差が気象条件格差をカバーす る

ほどの意味 を持って きてお り、とくに転作営農

条件の格差 としてその格差は発現 してきている。

胆沢町の農業を検討するためには、こうした集

落間の営農条件格差に注 目する必要がある。

2.調 査集落の農業概況

本調査では、平場水田地帯たる若柳地区新中

集落を主体 に調査を行なった。新中集落を選定

したのは、平場水田地帯を代表 しつつ、農家数

が少なく調査が容易なこと、および、転作実施

にあたり開田地帯たる小山地区大畑平集落 と姉

妹部落関係 を結び、転作互助制度を実施 した先

進集落であるとのことか らであった。

先に、胆沢町における地域差について触れた。

ここでは、調査結果に触れる前に、センサス集

落カー ドにより、旧開平場水田地帯たる新中集

落と新開複合農業地帯たる大畑平集落を比較 し、

その地域差の現状を確認 しておこう。

図4は 、調査集落の専兼別農家構成比を見た

ものである。旧開地の代表たる新中集落は、ほ

ぼ胆沢町全体の動向と同様であり、約半数が主

業的農家層、二兼が半数 となっている。それに

対 し、開田複合農業地帯たる大畑平集落は、専

業農家が約2割 、一兼層 も含めると約8割 の農

家がなお農業を主としている。開田地帯への入

植農家の場合、現在40代 から50代 の層が入植

の主体となっているため、その後の兼業化への

対応が困難 ないし不利 となっており、こうした

格差をともなったものと考え られる。当然、農

業条件の相対的優位 さがその兼業化を押 しとど

める要因であったことは言 うまでもない。

図5は 、兼業化の程度を農業労働力保有状態

から見たものである。胆沢町全体では、なお約

4割 弱の農家層が男子農業専従者を抱えている

が、新中集落では、兼業への傾斜度が著 しく、

約7割 の農家が専従者なしとなっている。逆に

大畑平集落では、約6割 の農家層が男子専従者

を確保 しており、専従者なしの農家は3割 に満

たない。その農業労働力確保の側面からは、旧

開平場水田地帯と新開複合農業地帯で一層その

格差が大きいといえよう。

図6は 、兼業種類別にその兼業形態を見たも

のである。胆沢町全体では、県に比較 して 「恒

常的勤務者」割合が高 く、相対的にその 「安定

化」が進行 しているが、その傾向は、旧開平場

水田地帯で一層顕著である。新中集落では、そ

の兼業先のほとんどが水沢市等への 「恒常的勤

務者」 となっており、その兼業傾斜年次 も相対

的に早い。一方、新開地たる大畑平は、 「臨時 ・

出稼 ぎ」がなお30%余 りを占めてお り、その

不安定兼業割合が著 しく高い。これは、世帯主

年齢階層が、40か ら50歳 台層が主体であるた

め、その就業先が相対的に不利なものにならざ

るおえないこと、 また、他方で若年層の他出兼

業化が進展 していることの反映である。

図7は 、経営耕地規模別の農家構成を見たも

のである。胆沢町は県に比べて相対的に1か ら

3haの 中間層の比率が高 く、相対的にその経

営規模は大 きいといえる。旧開地はほぼ、この

町平均の規模 と同 じだが、新開地たる大畑平で

は、2ha以 上層、特に3ha以 上層の割合が高

く、町内大規模経営の多 くは、 こうした開田地

帯に存在 しているといっても過言ではない。気

象条件の格差は、農地造成 ・開田による相対的

大規模化で対応 して きたといえる。
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表5農 業生産基盤整備の実施状況一国 ・県営事業分-
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図4兼 業率の地区別比較85年 センサス

図5農 業労働力保有状態別農家割合センサス ・85年

図6兼 業種類別農家割合センサス
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図8は 、経営組織別の農家構成を見たもので

あるが、町全体 では、単一経営がその75%を

占め、そのほとんどが稲作単一経営である。県

平均に比べ稲作への傾斜が高 く、相対的に都府

県型の構成を示すとしてよい。旧聞地の新中集

落もほぼ町の動向と同 じ傾向を示すが、新開地

の大畑平は、それに比べ準単一経営の割合が高

く、約3割 が準単一 ・複合経営である。また、

新中等の旧聞地の複合農家の場合、相対的に小

規模層の雑多経営的複合化なのに対 し、大畑平

では、その経営基盤の相対的大規模 さを利用 し

た複合化が展開 している。数字以上にその経営

組織の格差は開いているとしてよい。そ して、

その主体は繁殖牛を主体とした畜産である。図

9に 販売金額第1位 部門別の農家数割合を示 し

たが、新中集落が稲作への傾斜を示 しているの

に対 し、大畑平集落では、畜産経営が20%を

占めている。旧開地の平場水田地帯では、農業

情勢の悪化に一層の兼業深化で対応 したのに対

し、開田地帯では転作の進展を契機に畜産を主

体 とした農業複合化で対応 して きたのであり、

その条件 として、先の規模格差 と圃場条件格差

が存在 していたといえる。

両地域の労働 力要因についてもう少 し詳 しく

みよう。図10は 、農業就業人 口率の推移を見

た ものである。80年 までは、新開地 と旧開地

の格差をともないなが らも両地域 ともその割合

を下げてきていたが、転作の受委託が開始 され

た80年 以降大畑平集落では47%ま でその割合

が回復するのに対 し、新中集落では、ほぼ35

%程 度で停滞 している。転作を契機に畜産基地

への転換を図った新開地 と米プラス兼業で対応

した旧聞地の動 きの差を反映 しているとして よ

いo

図11は 、農業就業人 口の年齢別割合を見た

ものである。旧聞地(県 、町、新中)で は、60

歳以上層で農業就業人口の約45%を 占め著 し

く高齢化傾向を示すのに対 し、新開地の大畑平

集落では、60歳 未満層、特に40歳 未満層が20

%を 占め、その農業労働力の若々しさを示 して

いる。それは、入植層の年齢階層に規定された

ものとは言え、現在では旧聞地の高齢 ・婦人農

業、新開地の男子基幹労働力農業の対比と して

鮮明である。表出は省いたが、同様の傾向は農

業専従者についても確認できる。

図12は 、両集落の世帯員の就業状態 を比較

したものである。まず男子についてみると、新

中集落では 「兼業を主とするもの」 「兼業のみ」

層が6か ら7割 を占め兼業傾斜傾向が示され る

と共に、最近の傾向としては、定年時帰農によ

る 「農業のみ」のウエイ トが高まる傾向にある。

一方、大畑平集落では、 「農業 のみ」 ない し

「農業を主 とするもの」で50か ら60%台 を維

持 し、兼業を主 とするもののウエイ トは低下す

る傾向にある。そ して80年 代に入 ってか らは、

「兼業のみ」に従事するものと 「農業のみ」に

従事す るものへの分化が進行 しており、雇用条

件の面からも農業労働の側面か らも中途半端的

な就業形態 が許されない状況になってきている

ことが示されている。次に女子についてみれば、

新中集落では、 「農業のみ」 の就業形態か ら

「兼業を主とするもの」への転化が顕著に進行

してきていることが確認できる。 この間まさに

一家農外縁働 き的状況が展開 したのであり、農

業労働 はまさに土日百姓化 しているといえる。

一方、大畑平集落では、ほぼ男子と同様の動き

を示 しており、まさに農家対応 としての兼業深

化と農業複合化の分化がこの間進展 してきてい

ることが確認できる。

先の旧開水田地帯の兼業 プラス稲単作構造の

定着 と新開地帯の複合農業地帯の再編は、労働

力の側面からは、新開地帯の一家総働 き的兼業
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図7経 営規模別農家数割合85年 センサス

図8経 営組織別農家数割合85年 センサス

図9販 売金額一位部門別農家数割合85年 センサス
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図10農 業就業人口の推移センサス

図11農 業就業人口割合85年 センサス

図12就 業状態別世帯員数割合センサス

-72ー



深化と、新開地帯の専業農家群 と兼業のみ農家

群への分化として発現 しつつある現状といえる。

旧聞地帯では、定年時帰農層の農業就業場面の

在 り方と世代交替時の農地管理の在 り方が問わ

れてお り、新開地帯では、 一方の分化層の安定

兼業先の確保と専業農家群の経営形態、規模拡

大策が問題 となっている現状である。

ところで、農地の構成 を見たのが図13で あ

る。胆沢町は県と比べてその水田化率が著 しく

高いが、集落間の差は余 り大 きくない。開田可

能地はことごとく水田化されたのであ り、その

水田の生産力条件のみがその格差を形成 して き

たとしていい。開田地帯の稲作耕作条件は、相

対的大規模化と圃場条件の整備にもかかわ らず

決 して良いとは言えないものであった。とくに、

米の品質格差の拡大は、優良米の生産の困難な

開田地帯 にとって、稲作の位置を相対的に引き

下げつつあった。そのため、転作地の肩代 り関

係が転作の拡大にともない自然発生的に生 じて

きた。図14は 作物別収穫面積の推移 を見た も

のだが、旧聞地の新中が転作の拡大にもかかわ

らずほぼ9割 の水田作付を維持 しているのに対

し、新開地の大畑平では水稲作付の縮小、こと

に飼料作物への転換がこの間急激に進行 してい

く。稲作生産力条件の格差が転作 を契機に経営

方向の格差として発現 しつつあるといえよう。

こうした転作請負関係は昭和63年 度 より農

協を主体に調整す るものとされたが、同時に兼

業傾斜と世代交替の進展に伴い、貸借関係が問

題 とな りつつある。図15は 借入農家割合を見

たものだが、県平均 と比較 しても胆沢町では貸

借が停滞 してい る関係 にある。県平均では14

%程 度の借入農家割合をしめすが、町平均では

8%と その割合は低い。旧開地と新開地を集落

で比較すれば、新中集落では戦後の10区 画の

区画整理の調整部分が小面積の貸借として処理

されてお り、75年 段階では借入農家率34%を

示す。 しか し、若柳地区の圃場整備に伴い、 こ

うした調整的賃貸借関係は急速に解消に向かい、

現在では町平均の10%程 度 まで低下 して きて

いる。他方、新開地の大畑平集落では、入植型

農家が大半のため、こうした残存的貸借関係は

少なく、転作肩代わ りが展開する中で近年貸借

が増加する傾向にある。 しかし、なお県平均の

半ばの8%弱 にとどまり、相対的に貸借関係は

活発 とはいい難い。 これを借入面積率でみたの

が図16で ある。県に比較 して胆沢町での貸借

が微弱な点は一見 して明らかだが、80年 以降、

その借入面積率は急速に上昇傾向にある。その

傾向は新開地の大畑平集落で急激であり、特定

農家の借地を通 じた規模拡大が、新開地で着実

に増大 しつつある点が確認できる。これは、先

の専業農家群と兼業のみ農家群への分化を農地

面で反映 したものであ り、興味深い。

農地の賃貸借が東北一般で拡大 しない要因と

して、作業受委託 との トレー ドオフ関係が指摘

され ることがある。作業受委託関係を作業別に

みたのが図17で ある。 ここで も胆沢町では県

に比較 してなお作業委託農家率が低い傾向にあ

る。 こうした傾向は新開地の大畑平集落で顕著

であ り、旧聞地の平場農村地帯では県程度の作

業受委託が展開 している。 しかし、旧開地に属

する新中集落では、センサスではその委託農化

率が把握されておらず、統計上は受委託関係が

確認できない状態となっている。 しか し、実態

調査では、およそ1.5haを 基準にそれ以下層

では部分作業委託、0.5ha未 満の小規模層で

は、事実上の全作業委託が展開 していることが

確認で きる。

次に作業受託農家を見たのが図18で ある。

受託農家率は、県も胆沢町 もあまり変わ らず、

ほぼ4か ら5%程 度 となっている。新中集落で
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図13経 営耕地の構成センサス

図14作 物別収穫面積センサス

図15借 入農家割合センサス
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図16借 入面積割合センサス

図17作 業委託農家割合センサス

は2戸 が作業受託層として存在 し、小集落のた

め比率が高 くなっているが、 このうち1戸 はす

でに兼業へ路線転換 し、現在は作業受託層はわ

ずかに1戸 である。旧開地の大畑平集落では、

稲作作業受託よりも個別経営の複合化に向か っ

てお り、作業受託関係は委託層、受託層双方か

ら見いだせない現状である。

こうした作業受委託の未展開は、稲作機械化

の個別導入 として発現する。図19は100戸 当

りの機械所有台数を見たものだが、田植機、刈

り取 り機 レベルでのその保有台数の多さが目に

つく。特に刈 り取 り機は、畜産飼養のための稲

ワラ確保の必要からなおバインダー段階にとど

まっており、その傾向は畜産地帯たる新開地で

顕著である。 こうした稲作機械の個別所有は、

気候条件が厳 しく、その作業適期が狭いこと、

複合化によりその作業スピー ドが必要なことか

らも特に新開地で促進 されたものと思われる。

以上、センサス集落カー ドで、旧聞地、新開

地の農業構造の差を確認 して きたが、旧聞地で

は、 「兼業プラス稲単作構造」が定着 してお り、

一家農外船働き傾向が進展 して都府県型農業構
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図18作 業請負農家割合センサス

造を示す。近年、定年時帰農が問題化すると共

に、世代交替後の農地管理の在 り方が問われ る

状況となっている。ただ し、都府県と比較 して

も農地の賃貸借、作業受委託関係 とも展開 して

お らず、当面 の転作対応が開田地帯 との間で肩

代わ りされている現状である。開田地帯は、そ

の気象条件による農業不利条件を開田による規

模拡大 と圃場整備の進行によりカバー して きて

いたが、米の品質格差の拡大に伴い相対的稲作

メリットが低下 し、転作拡大を契機に複合型農

業形態への模索が進展 してきている。複合型農

業生産への展開は、中途半端な就業形態では困

難なこともあ り、専業農家群と兼業傾斜群への

分化が急速に進みつつある現状 となっている。

複合型農業生産への転換は、なお内包的集約化

の段階にあり、作業受委託、賃貸借 ともなお微

弱である。 しか し、転作肩代わりによる農地管

理の流動化に伴い、賃貸借関係が少数専業農家

群を主体に増加傾向にあ り、大規模複合農家へ

の萌芽が形成されつつある現状 といえる。
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表6農 地流動化の状況

3.胆 沢町における農地流動化の動向

1)農 地流動化の推移

表6は 、 ここ5年 間の胆沢町における農地流

動化の推移を農業委員会資料よ り整理 したもの

である。制度上把握 された面積で、必ず しも実

態の流動化を示 しているとはいえないが、おお

よその傾向を掴むことはできる。

まず農地流動化面積の推移をみれば、年次 に

より多少の出入 りはあるものの、年間40haか

ら50haの 面積が売買ないし貸借で流動化 して

きている。年々およそ耕地面積の1%が 流動化

している勘定 になる。1件 あた り流動化面積は、

25aか ら35a程 度であ り、その流動化の単位

は必ず しも大きくはない。

これを自作地売買による流動化面積 と賃貸借

による流動化面積 とで比較すれば、7割 強がな

お自作地売買による流動化であり、自作地売買

流動化がなお農地流動化の主流となっている。

しかし、1件 あた り流動化面積を比較すれば、

自作地売買がほぼ20aか ら30aと 小面積の流

動化なのに対 し、賃貸借では40aか ら60aと

ほぼ倍にあたる流動面積単位を示 しており、傾

向的には徐々に貸借への移行をうかが うことが

できる。

なお売買においては、農地法による自作地有

償移動か ら利用増進法による所有権移転への移

行が徐々に進んでおり、とくに一件当た りの移

動面積の大きいものは利用増進法を利用 して き
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ている。賃貸借については、農地法による賃貸

借権の設定は減少傾向にあり、利用増進法によ

る利用権設定 が増加 している。一件当た り流動

面積について も、農地法では30a程 度 になの

に対 し、利用 権設定では60aか ら70aと 大型

であ り、その面積 も近年ほど大型化 してきてい

る。さらに利用権設定 の契約期間をみれば、当

初の短期的利用権設定から10年 以上の長期的

利用権設定への移行が進んできてお り、63年

ではその70%が10年 以上のものと契約期間の

長期化が進展 してきている。

各種の優遇措置、農業委員会の働 きかけにも

よるが、農地移動の主流は、売買も賃貸借 も利

用増進法によるものが増大 してきてお り、近年

の専業農家層による規模拡大層が積極的に有利

な制度を利用 しつつある点が確認できよう。

2)農 地価格 と水田小作料

表7は 、農業委員会の資料により近隣市町村

を含めた農地価格の推移をみたものである。実

勢価格 よりかな り低めの水準だが、傾向は確認

できよう。水 田地価は、基盤整備の遅れた胆沢

町が、近隣市町村のなかではとくに低い水準と

なってお り、反80万 の水準である。 また、な

お開発の進む水沢市を除いて、軒並み水田地価

は低下傾向にあ り、近年の稲作をめぐる環境悪

化がス トレー トに地価に反映 してきている点が

確認できる。

聞 き取 りによれば、胆沢町における水田地価

の ピー クは昭和55年 頃であ り、東北新幹線、

東北 自動車道 にかかわる代替地購入が入って き

た時期 とい う。主に水沢市からの購入が多かっ

たとい うが、 ピー ク時には反300万 の水準まで

上昇 したとい う。その後も60年 頃まではこう

した動 きが続 いたが、水沢市か らの代替地購入

の動 きの止まったそれ以降は、急速に地価が下

がってきた という。近年では平場の水 田で実勢

表7農 地価格(農 用地区域内自作地売買)の 推移

(千円/10a)

で150万 まで下がってきてお り、 ピーク時の半

分 という。それでも買い手はあらわれず、まだ

下がる可能性が高いとい う。 こうした地価低下

は、平場地帯 よりも山間部で著 しく、基盤整備

のしていない水田では、買い手 もあらわれない

現状 とい う。

規模拡大層にとっても、近年の農業情勢で土

地に資本を固定化することは避ける傾向にあり、

勢い賃貸借が注 目されることになる。表8は 、

胆沢町における標準小作料とその算定基礎をみ

たものである。胆沢町では、標高差による反収

差を考慮 して、標準小作料を5段 階に分けてい

る。反収は、第1地 域の北部平坦水田地帯の530

㎏か ら第5地 域の西部山間地帯の430㎏ まで、

約2俵 の格差を考慮 しており、その格差に対応

させて、標準小作料ではそれぞれ32,000円 か

ら18,000円 までの格差を設けている。標準小

作料は、 この間の米価の低下、生産調整面積の

拡大を考慮 して、平成元年度改訂で引き下げ設

定 となった。ほぼ一律2,000円 程度の引き下げ

だが、標準小作料の引 き下げは初めてのことで

ある。小作料設定協議会でも、現在の米をめぐ

る政策的環境下では引き下げが妥当との意見が

大半だったようだ。実勢小作料は、ほぼササニ

シキ2俵 から2.5俵 であ り、標準小作料よりか

78



表8標 準小作料の算定基礎

なり高めだが、標準小作料の引き下げはおそ ら

く実勢小作料にも反映 してい くとの見通 しだ。

標準小作料の算定で気のつ く点は、地域によ

り技術水準を変えていること、および、経営者

報酬の扱いである。まず技術水準については、

第1、2地 域 と第3以 下の地域で標準資本装備

水準を変化させている。その点は、変動的経費

の物材費1が 大 きな格差をしめさない中で、固

定費的経費の物材費2で 格差を設けている点で

示 されている。 これは、機械装備を実態に合わ

せて平場水田地帯を コンバイン体系で評価 し、

山間部の畜産地帯をバインダー体系で評価 して
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いるためで、その分家族労働費も修正 してある。

実態にあった評価法 といえる。なお、基準階層

はともに町平均の1.7haで ある。第2の 経営

者報酬の扱いについては、第1、2地 域までは

経営者報酬を計上 し、第3以 下の地域ではこれ

を考慮 していない。これは、実勢の小作料水準

の地域差が、 ここに示 した反収差を反映 した純

収益格差ほど開いていないためで、多分に調整

的要素が強いものである。ちなみに、前回改訂

年次 までは、胆沢町では経営者報酬を全地域で

考慮 していなかった。 これまで経営者報酬をあ

ま り問題にせずにすんだのは、実際の借入階層

が基準階層の1.7haを 上回る3ha以 上層 を主

体に していたためであ り、想定借入階層と実態

の借入階層の規模間格差が、実態的には経営者

報酬的性格をもっていたからと考えられる。 し

か し、借地化 が進展する中で今後標準小作料が

実勢小作料の規範たりうるためには、地域の反

収差、技術標準、および借入階層を一層吟味 し

つつ、より説得的算定方式が必要となろう。

3)農 作業受委託の進展と、農業機械銀行の

活動

貸借であれ売買であれ、年々の流動化量が耕

地面積の1%程 度 という現状のもとで、急激な

農地流動化は期待できない。表9は 、町のアン

ケー トにより規模拡大 ・縮小の意向をみたもの

である。町全体では約15%に あた る492戸 が

拡大意向を持 ってお り、その拡大意向面積の累

計は1,000haを 超える。一方、規模縮小意向

農家はわずかに37戸 であ り、その縮小意向面

積は21haに とどまる。調査集落の新中、大畑

平でも規模拡大意向農家はいるが、縮小意向農

家は存在 しないとい う現状である。農地の貸 し

手、売 り手層から考えれば、当面の兼業対応で

よほどのことがないかぎり資金需要に逼迫 しな

いこと、また当面の農業対応が高齢者の重要な

就業場面 となっており、ここ数年の間に急激な

農地流動化は期待 しがたい状況 というべきであ

ろう。

こうした中で、当面の規模拡大の方法として

は、作業受委託関係が展開 してきており、その

調整主体として農協の農業機械銀行 が有効に機

能 している。そして機械銀行では、これまでに

みた正規の賃貸借 とは別途に請負耕作を推進 し

てきており、農地の流動化は、この面からも確

認 しておく必要がある。 この機械銀行は、昭和

49年 に平場水田地帯の南津 田農協が国の補助

事業を利用 して開始 したものであ り、昭和50

年の3農 協合併 を契機に町一円に斡旋業務を拡

大 したものである。

胆沢町における機械銀行の活動の概要と基本

方針を示せば以下のとお りである。

①受託者協議会の育成強化

農作業の受託希望者は農業機械銀行の受託者

協議会に全員登録 されることになってお り、現

在会員は97名 である。相対的に若手農業者が

多 く参加 してお り、30代 の農業者が約4分 の

1を 占めている。 しか し、大規模層はそれほど

多 くはなく、む しろ3ha程 度の中間層が多い

ようだ。10haを 超える農家は町全体でも2、

3戸 であ り、集落を飛び超えた作業受委託関係

はあまり展開 していない。農協は委託作業の取

り纏めと精算業務を担当してお り、受託者への

作業分配は受託者協議会に一任 している。受託

者協議会では、農地の連坦性と会員の平等に考

慮 しつつ作業を配分する仕組みとなってお り、

原則的には集落内作業は集落内農家が引 き受け

る体制となっている。

②部分作業受委託から請け負い耕作への移行

の推進

この機械銀行の特徴的な点は、作業委託の取

り纏めにあた り、その作業を部分単位でな く、
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表9規 模拡大 ・縮少希望の現状

できるだけ複数作業、できれば請負耕作へ誘導

するように申し込みを取 り纏あている点である。

表10に 各作業の作業料金を示 したが、実際の

作業委託取 り纏めにあたっては次の5つ に分け

て申し込みを引 き受けている(申 込書の様式は

資料1)。

1型 耕起、代掻き、育苗、田植 え、刈 り取

り乾燥の稲作機械全作業受託

2型 耕起、代掻きの耕 うん作業

3型 育苗、田植 えの移植作業

4型 刈 り取 り、乾燥の収穫作業

5型 肥培管理を含めた稲作作業全般(請 負

耕作、事実上の賃貸借)

当然申し込みの作業委託の型に合わせて参考

作業料金を示 してお り、1型 が57,390円 、2

型が10,000円 、3型 が21,300円 、4型 が26,090

円、5型 のみ別途契約書を取 り交わすこととなっ

ており、請負耕作料(小 作料)と して耕作者が

反1等 米2使 分(実際はササニシキ1等 米22,000

円基準)を 支払 うこととしている。1型 から4

型に関 しては部分作業料金の積み上げ金額だが、

平成元年度の 「水田農業確立対策事業」の一貫

として町、農協単独で、補助金をだ している。

農協(機 械銀行)に 水稲3作 業以上、転作田2

作業以上の主作業委託者 には10a当 た り2千

円を交付する措置を取ってお り、複数作業取 り

纏めへの誘導を計 っているのである。

5型 の別途契約書は資料2の 通 りであ り、農

協が委託者、受託者双方か ら経営受委託契約書

を取 り交わすこととなっている。その特徴点は、

契約期間が3年 となっていること、また水稲共

済掛金、水利費、土地改良費が委託者負担となっ

ていること、および他用途利用米は委託者責任

となっていることがあげられる。請負耕作料は

実勢小作料水準を踏襲 したものだが、慣行的負

担区分が異なっており、請負耕作の方が相対的

に耕作者に有利となっている。 しか し、平坦部

も山間部も一律に請負耕作料が適応され るため、
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表10機 械銀行作業料金

正規の賃貸借 と比較すれば山間部では不利 とな

る。耕作者の立場からは、正規の賃貸借 と請負

耕作(5型)を 使い分ける構造になっていると

してよい。

③作業受委託の実績

以上の特徴 をもつ農業機械銀行取 り扱いの作

業受委託実績の推移は図20の 通 りである。作

業受委託は各作業単位に集計 されており、全面

作業は5型 を示 している。 まず、春作業につい

ては、耕起 ・代かきは約14haか ら18ha水 準

で推移 しており、近年横這い傾向である。一方、

田植え作業は田植え機の大型化に伴い近年増大

傾向にあ り、63年 には37haに 及んでいる。

田植え作業は育苗委託 を含むものが多 く、今後

も増加することが見込 まれている。秋作業は、

刈 り取 り作業がコンバインの普及に伴い急激 に
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資料1 平成元年度農作業委託申込み書(契 約書)

増大 して きてお り、63年 で約64haに 及んで

きている。乾燥 ・調整は、その後農協のカ ント

リーエレベータ-に 連動するものと個人請負の

ものに別れ るが、基本的には農協機械利用 が原

則 となっている。機械銀行設立当時は耕 うん作

業 と農協の ライスセンターによる乾燥 ・調整作

業に偏っていたが、近年ほど田植え、刈取等の

主幹的作業部門が増大す る傾向にあり、その作

業範囲が稲作全作業に拡大 してきている。

その結果として、部分作業委託から全作業委

託の要望が強まり、近年5型 の請負耕作が拡大

する傾向にある。特に60年 以降急速 に全面作

業委託が増大 してきてお り、63年 では約25ha

が全作業委託となっている。先の自作地売買

と正規の賃貸借、利用権設定 が年50ha程 度で

あるから、そのウエイ トが理解で きよう。貸 し

手にとっては、契約にかかわる煩雑な業務を農

協が肩代わ りして くれること、間に農協が入っ

ているため、 トラブルを回避できることがその

利用の理由としてあげられる。一方、借 り手に

とっても先にみたように他用途米分は委託者負

担 となること、諸経費負担 も慣行負担区分より

借 り手が有利なこと、特に平場水田地帯では実

勢小作料 よりその 「小作料」水準が割安である

ことか ら、請負耕作利用がふえることとなる。

4)自 作、作業受委託、賃貸借の採算

以上、胆沢町における、農地流動化の動向、

作業受委託の動向をみてきたが、 ここで、農業

委員会、農協資料より稲作における自作 と作業

受委託、賃貸借の採算を検討 しておこう。 ここ
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資料2 農 業 経 営 受 委 託 契 約 書
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第9条 乙が甲に支払 う請負耕作料金は10ア ール当 り、政府買い入れ価格60Kg1等 米2俵

部分の代金を支払 うものとす る。

(契約の自動継続)

第10条 甲が契約の期限の満了の日の3ヶ 月前までの間に乙に対 して解約す る旨の通知 を し

ない時は契約の期限満了時において従前の契約と同一の条件(期 間を含む)で 更に契約

をしたものとみなす。

(請負耕作料金の支払)

第11条 請負耕作の料金の支払はその年の12月 末 日迄に乙は甲に支払 うものとす る。

但 し、水稲共済掛金、水利費、土地改良費等は委託者が支払 う。

(他用途利用米)

第12条 他用途利用米は委託者の責任に帰属する。

但 し、この制度が、なくなった時には効力を失 う。

(契約外事項)

第13条 この契約に定められていない事項で請負耕作を行 うのに必要な事項については、甲

及び乙の協議により定めるものとす る。

上記契約の締結を証す るため、この契約書2通 を作成 し、甲、乙、双方記名捺印の上、各自

1通 を所持するものとする。

委託者 住 所 岩手県胆沢郡胆沢町小山字菅谷地131番 地1

胆沢 町農業協 同組合氏 名
組合長理事 石 川 松 吉

受託者 住 所

氏 名
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図20作 業受委託の年度別推移
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では単純 に自作稲作所得 と肥培管理作業を除 く

機械全作業委託の場合の稲作所得(胆 沢町では

1型 に相 当する場合)、 および賃貸借の場合の

小作料収入を比較することとする。

図21は 、稲作反収を9俵 とした場合のそれ

ぞれの採算を規模別にみた ものである。自作稲

作所得は、胆沢町の平均的規模の資本装備(バ

インダー体系)を 前提に費用計算 したものであ

り、資本利子は費用化 して計算 してある。全作

業委託所得は、この費用から減価償却費および

資本利子を控除 したものに、作業料金合計を加

えたものを費用化 して計算 してお り、小作料収

入は、.実勢小作料から5型 の場合の請負小作料

まで幅をみて引いておいた。図から明らかなよ

うに、自作の場合と全作業委託の場合では、ほ

ぼ1.5haを 採算点にそれ以上層では自作、そ

れ以下層では作業委託が有利 となる。また、賃

貸借との関連では、小作料の幅 もあるが、およ

そ70か ら80aが 採算点となる。稲作の場合、

ほぼ1.5haを 基準に作業受委託、賃貸借が展

開する経済的誘因が働いてお り、その具体的発

現は、下層農家の農業労働力(高 齢層、婦人層)

の保有形態により変動す るであろう。事実、の

ちにみるように、調査集落の新中集落では1.5

haを 基準に部分作業委託 が進展 しており、50

a未 満層では全作業委託が展開 してきている。

図22は 、同様の比較 を、規模を固定 して反

収格差でみたものである。胆沢町の場合、反収

水準は標高差に規定 されて約2俵 程度存在 し、

その地域的発現差が問題となる。 ここでは基準

階層と して先の採算点であった1.5ha層 を基

準に自作、全作業委託稲作所得を取 り、小作料

水準と、標準小作料算定の稲作純収益を単純 に

比較 した。ただ し、稲作純収益は資本利子およ

び公租公課を控除 したものである。まず、小作

料水準 と自作 ・全作業委託稲作所得を比較 した

場合、2.5俵 で440㎏ 、2.0俵 で420㎏ が採算均

衡点 となる。低反収地域ほど小作料水準と稲作

所得水準は接近することになり、労働力の状態

によっては賃貸借が展開する経済的誘因が強い。

一方、小作料水準 と1.7ha層(胆 沢町の平均

階層)の 純収益を比較すれば、およそ反収500

㎏地域で純収益と小作料水準が均衡す ることに

なる。実際には、小作料水準も反収差に対応 し

て低反収地帯で低 く、高反収地帯で高いが、そ

の格差は、純収益の格差に対応 してお らず、高

反収地帯では相対的小規模層でも借地参入が容

易であ り、低反収地帯では大規模層のみが借地

展開できる経済的条件となっている。実際に、

平場水田地帯では中規模層の借地競争が展開 し

ており、大規模層の借地は開田地帯、低反収地

帯でのみ展開 してきている。胆沢町の農地流動

化は、こうした規模差、反収差に規定 されつつ、

自作、作業受委託、賃貸借が地域差を伴 って展

開 して きているものと考えられる。

4.胆 沢町における転作推進の動向

1)転 作実施の概要

表11は 、胆沢町におけ る転作の実施状況を

みたものである。平成元年度における胆沢町の

水田カウン ト面積は4,913.92ha、 転作 目標面

積は1,145.64ha、 元年度の実施面積は1,174.10

ha、 達成率102.5%、 転作実施面積割合は23.9

%に 及ぶ。 なおこの他に他用途利用米割 り当て

分が面積換算で94.6ha、 胆沢町水田面積の約

4分 の1が 転作対象面積となっている。

この実施面積から実績参人分を除いた転作面

積は、1,070ha、 実施農家は2,809戸 、一戸当

た り転作面積は38.1aと なる。胆沢町の農家

数は60年 で3,164戸 、年次が異な り、水田所

有農家とは限定できないが、転作実施農家率は

約88%と なる。
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図21自 作 ・作業委託 ・賃貸借の採算(規 模基準)
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表11胆 沢町の転作実施状況(平 成元年度)

これを作物別にみれば一般作物が943.4ha、

転作面積全体の88.2%に 及ぶ。特に飼料作物

への傾斜 が著 しく、飼料作物で転作全体 の74

%に 達 している点が胆沢町の特徴であろう。第

2位 は ピーマンを主体とした野菜作が118.8ha

(11.1%)に 達 し、この2作 物で転作面積の85

%に 及んで しまう。転作面積の うち生産性 向上

加算対象面積 は、平均で60%、 特に飼料作 、

麦 ・雑穀類で高 く、相対的に豆類、野菜類で低

い。 これを地帯別に特徴ずければ、西部開田地

帯の飼料作、麦 ・雑穀類を主体とした団地転作、

平場旧開地の野菜作 ・大豆作のバラ転 と類型化

できる。

2)転 作推進の基本方針 とその方策

水田面積 の4分 の1に 及ぶ転作実施にあた り、

町 ・農協では次の基本方針を打ち出 している。

①適地適作の推進(良 質米生産の振興)

転作の推進は、見方を変えれば米生産地 とし

ての生 き残 り対策でもある。米の品質格差が拡

大 しつつある現在、優良米生産地帯 としての稲

作振興が同時に必要となる。標高差 を抱え、稲

作生産条件の異なる水田を有する胆沢町におい

ても、優良米生産が産地維持の必須の条件となっ

て きている。その対策 として、概ね標高130m

未満の地域ではササニシキを中心に優良米稲作

付け面積を拡大 し、標高がそれ以上の地域(具

体的には西部開田地帯19集 落)に おいては転

作を集中することとしている。

そ して、 こうした地域分担を促進する条件整

備として、全町一本化 した互助制度を確立 して

い る。互助金の額は10a当 た り5.5万 円、 こ

の場合転作受託農家の手取 りとなる額は、一般

作物で11万 円、特例作物で8万 円となる(各

種加算額を含む)。 互助金の水準に対 しては、

63年 度の全面作業受委託料(請 負耕作 の小作

料)が55,000円(サ サ2.5俵)で あること、

互助金プラス奨励金水準がほぼ稲作所得と均衡

すること(参 考 として米価16,615円 ×9俵 ×

所得率0・7ニ104,674円 を示 してい る。)を 指

摘 してその正当性を強調 している。その計算基

礎はともか く、基準 としての小作料水準との均

衡、稲作所得との均衡が考慮された点が確認で
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きる。さらに、町単独で東西地域の受委託促進

事業を設け、10a当 たり1万 円の奨励金(町5

千円、農協5千 円)を 交付 している。地域選別

を明文化する以上、そのメリットを強調する必

要があった。そ して、具体的には農協が窓口と

なり、西部地域 からの協力面積を一括留保 し、

東部地域にはササニシキ米作付け比率よってそ

の面積を配分 し、その調整を計 ることとした。

農協が調整機能を持つためには、委託農家 と受

託農家の関係を一度切断す る必要があり、その

切断のためにも互助金にプラスする独 自の奨励

金が必要だったともいえる。

結果としての受託農家の手取額は、一般作物

で12万 円、ほぼササ地帯9俵 の稲作所得補償

が基準となっていると考えられる(米 価2.2万

×9俵 ×平均所得率0.6=118,800円)。 ただ

し、転作受託地帯は、非銘柄米地帯であり、そ

の収量 も7.5俵 程度であるから、この補償水準

は稲作所得水準 を超えているともいえる。選別

政策に対する配慮といえよう。

②転作地の団地化促進

団地化は、畜産複合加算の場合lha基 準の

ため、西部に集中すれば比較的加算対象となり

やすい。問題は非畜産農家への団地化促進であ

るが、その対策 として町独 自に団地化基準を設

け、団地化基準の緩和を計 っている。具体的に

は、2戸 以上 の農家が連坦で50a以 上の転作

を団地化 し、野菜 ・大豆 ・麦 ・ソバ ・花卉のい

ずれかの作物 を導入 した場合、10a当 た り5千

円の奨励金を交付 している(国 の基準に達 した

ものは非交付)。 この措置により、転作受託農

家の経営組織の違いにより、転作受託料の手取

額に格差が生 じないように配慮 されている。一

種の平等主義的観点 といえる。

③転作推進 にあたっての生産組織の育成

転作の担い手集団育成のため、別途生産組織

育成費を交付 している。その基準は3戸 以上の

生産組織 とし、団地面積別に1か ら2haま で

3万 円、2か ら3haま で10万 円、3か ら5ha

まで20万 円、5ha以 上の団地では50万 円を

交付することとしている。転作の団地化と転作

営農の集団化を ミックスさせたものに対す る交

付金であり、事実上集落土地利用調整への交付

金的機能を持たせているといえる。 さらに、団

地化設定にあた り5年 以上の利用権設定 を取 り

結び2人 以上の生産組織がその団地を利用する

場合には、生産組織活動費として20万 円を交

付することとしてお り、事実上地域農業集団的

生産組織の育成を計っている。

以上、胆沢町での転作推進の基本方針 と具体

的推進方策をみてきたが、その特徴は銘柄米産

地維持のために地域分担 を明確化 したこと、そ

の合意形成 と平等性補償のために町 ・農協単独

の奨励金を細かく配置 していること、さらには

生産組織の育成、集落ベースでの土地利用調整

を期待 し、集落への交付金を別途準備 し、集落

機能に期待 していることがあげられよう。逆に

いえば、水田面積の4分 の1に 及ぶ転作の実施

にあたっては、集落機能に期待するしかな く、

合意形成のための補償 と平等性確保が至上命題

だったともいえる。その確保のためには、町 ・

農協単独で水田農業確立対策費を1億 円予算化

してきたが、奨励金水準の切 り下げ等により、

長期的には公的負担 を増やす可能性も危惧 され

ている。

3)転 作実施の地域分担

以上の町の基本方針の下、転作実施は地域分

担 が進行 してきてい る。図23は 集落別の転作

目標達成率を示 したものであり、太線は標準小

作料設定時の地域区分を示 している。第1、2

地域がほば標高130m以 下の東部旧聞平坦水田

地帯、第3、4、5地 域が標高130m以 上の西

-go-



部新開水 田地帯に相 当す る。転作 目標達成率

(転作実施面積/転 作仮配分面積)の 地域差は

一見 して明 らかであろう。東部の平場水田地帯

で転作委託集落が多 く、西部の特に開田地帯で

転作受託集落が多い。多 くの集落は微調整程度

であるが、特定集落間で転作の受委託が促進さ

れている現状といえる。そ してこの受委託関係

が、ほぼ稲作の作付け条件 に規定されて進展 し

つつある点が確認で きよう。

これを旧村単位で集計 し、同時に調査集落の

動向を示 したのが表12で ある。各集落 とも転

作受委託の調整は2段 がまえである。まず集落

内調整を基本とし、未調整分が集落間調整に任

される。そのため、地区単位で集計 しても、仮

配分の1割 程度が調整面積として委託ない し受

託 されてお り、ほぼ先の第1地 域に相当す る南

都田地域が転作委託超過、小山、若柳地区が転

作受託超過 となっている。町全体での調整面積

は120haに 及 んでお り、転作実施面積の12%

強に達 している。大変な調整面積といえよう。

こうした町全体の転作調整のなかでも、調査集

落の新中集落とその姉妹部落関係にある大畑平

集落はその転作受委託の両端に位置する典型集

落である。 この両集落は、町で互助制度が確立

す る以前か ら単独で転作受委託関係を結んでき

てお り、いわば胆沢型転作方式の確立者である。

その後の町一円への転作受委託の拡大に対応 し

て、大畑平集落では仮配分に倍する転作面積を

一手に引 き受け、他方で新中集落はその7割 を

他集落に転作委託 してきている。そ して、こう

した転作受委託の契機には全国で もめずらしい

姉妹部落関係がある。節を改めてその推移をみ

よう。

5.新 中集落の現状と姉妹部落

1)転 作肩代わりの展開

若柳地区新中集落と小山地区大畑平集落が全

国でもめず らしい姉妹部落関係を取 り結ぶよう

になったのは、先にみた転作の自主的 「肩代わ

り」の取 り組みを契機に してである。

そもそ もの始 まりは、昭和54年 、新中集落

出身の農林課職員が大畑平集落の地区再編農業

構造改善事業の担当となり、個人的付 き合いを

深めてからである。その後、そのつながりは後

継者のスポーツ交流、婦人部の交流、互いの集

落の行事への相互乗 り入れへと発展 し、集落間

の人的交流が深まっていった。

こうした人的交流の深 まりの中、先の農林課

職員を中心に転作の 「肩代わ り」が話題 となる。

当時、新中集落では、転作の実施に苦慮 してお

り、他方で大畑平では配分面積に倍す る牧草転

作が実施 されていた。町でも転作配分後の 「肩

代わり」を認め る由を確認 しつつ、実験的に10

a当 た りササニシキ1俵 の肩代わ り料で転作肩

代わ りが実施 されることになる。当時、新中集

落の転作面積のほとんどに相当す る委託希望面

積4haが 肩代わり面積であ り、大畑平 でもす

でに超過 している面積なのでその実現に問題は

少なかった。

こうした実践を契機に、昭和56年 に区長会

において集落間の転作肩代わりが議題となった。

大畑平 では良質米地帯への転換 は困難なこと

(トヨニシキ、アキヒカ リで8俵 程度の耕作条

件)、 すでに畜産農家を主体に転作の超過達成

をしていることから転作受託集落として名乗 り

をあげる。委託集落としては、新中集落 をは じ

め他4集 落が委託希望を示 し、6集 落で独自に

転作互助会を結成することとなる。各集落の転

作組合が転作委託希望を取 り纏め、大畑平集落

に委託す ることと し、その肩代わ り料 は10a

25,000円 と決定 した。当時面積に して20ha

ほどが転作肩代わりになったようだ。
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図23集 落別転作 目標達成率(町 平均23.9%ニ100)

表12地 区別転作受委託実施状況
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その後、 こうした実践に刺激されて、他にも

転作受託に名乗 りをあげる集落があらわれ、独

自に転作肩代わ り関係が展開 していったようだ。

昭和59年 には、転作面積が拡大 され、全町的

に転作委託希望者が増大 し、その調整役を役場、

農協が果たすようになる。 しか し、その後の転

作拡大に対 し、転作受託集落には限 りがあり、

転作肩代わ り料は急速に上昇 していったようだ。

奨励金の基 本額の低下 もあ り、60年 には5万

円、63年 には65,000円 にまで上昇 し、中には

7か ら8万 円の転作肩代わり料 もみられるよ う

になったとい う。役場、農協は、59年 より転

作肩代わ りの調整、仲介を実施 していたが、 あ

くまでも基本は集落間の自主的連携、調整で あ

り、その集落間の競争が、肩代わ り料の急上昇

に帰結 したのである。こうした転作肩代わ り料

の急上昇 と拡大する転作面積の消化方法、およ

び、町としての優良米生産を調整すべ く、先の

町の転作方針が決定 されていく。

2)姉 妹部落関係の提携と活動

以上にみたような転作肩代わりを契機に、集

落間相互の交流と信頼が高まり、昭和59年 に

は姉妹部落締結の気運が盛 り上がって くる。姉

妹部落締結 に向けては、相互の集落 より役員が

検討をかさね、各々の集落の総会において姉妹

部落締結を議決 し、翌60年3月 に、町長、農

協組合長立 ち会いの下、姉妹部落締結書に署名

した(資 料3)。 姉妹部落の主な活動には次の

ようなものがある。

1月 新年会 新中集落で両部落の役員交流

会を兼ねる。

2月 村づ くり先進地研修会 両部落共催

7月 中旬 スポ-ツ 大会 大畑平の7班 に新

中を入れて8班 として共催

7月 中旬、8月12日 水沢市三本木町内会

青年部 と協力 し、野菜共同販売

8月 下旬 町夏祭 りに共同で参加、大畑平夏

祭 りに新中参加

9月 敬老会 大畑平で共催

以上のような活動を年間の主なスケジュール

としながら、他に村づ くり研修会、婦人部、青

年部、役員の交流会を適宜開催 している(資 料

4に 経過 と活動内容を要約 してある)。 また、

先にみた転作肩代わ りは、町一円の互助金体制

が確立す る昭和63年 まで、両部落の農事実行

資料3

組合の重要な取 り組みであったことは言 うまで

もない。すでに姉妹部落関係を結んで5年 目に

入ろうとしている。その交流、連携は、生産、

販売、生活、文化交流におよび、胆沢町でも村

づ くりの先進的集落と して確固たる信頼を勝ち

取っている。

3)新 中集落の現状

表13は 、新中集落における調査農家の就業
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資料4
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形態、農地、経営の概要を示 したものである。

土地には本来畑地 を含めねばならないが、面積

も1.2反 程度で、5番 の野菜作農家を除き自家

野菜程度であるので省いて集計 してある。水 田

のみで階層差をみたほ うが、新中の場合実態が

鮮明にあ らわれると思われるからである。農家

番号は水田経営面積の順に並べてあるが、転作

委託面積 については 「稲作付け権」の委譲関係

として理解 し、所有面積にも、経営面積にも集

計 していない。

まず家族 の就業動向についてみれば、50代

層とそれ以下層で就業形態に断層があるように

思われる。50代 から60代 前半 にかけてが新中

集落の世帯主の代表的年令階層だが、農業のみ、

農業と自営業、農業と臨時的農外就業といった

就業形態が代表的である。この世代は、これ ま

での胆沢町の農業を一手にささえてきた世代だ

が、農外就業機会の拡大はすでに遅 く、たとえ

農外に努めるにしても近隣の土建を中心とした

臨時的就業 しか準備 されていなかった。

40代 層 は過渡期の世代である。新中で一足

先に世代交替を迎えたこの層は、ちょうど水沢

等の近隣に就業機会が拡大 して きた時期 と世代

交替が重なった。過渡期を体現 して就業形態 も

農業と、手 に職を付ける自営業と、拡大 して き

た農外の恒常的勤務層に分化 してくる。農業で

残 るには、すでに稲作の環境は厳 しく、それま

での米プラス繁殖牛 という形態ではな く、野菜

作主業農家、畜産主業農家と農業形態 も多様化

している。胆沢町全体でいえば、この層が胆沢

町農業の商業的農業への転換の推進主体 とな っ

ているといえる。農外就業者についていえば、

就業場面の拡大の初期に位置することもあ り、

同 じ恒常的勤務者といっても、転職を繰 り返 し

たものとそのまま勤めつずけれたものとに、大

きく別れる。ある意味では、進出企業の不安定

性を一身に体現 した世代 ともいえる。

30代 以下層は、少数の自営業者、畜産専業

農家を除いて軒並み近隣の恒常的勤務者となっ

ている。この層は、先の50代 層の後継 ぎグルー

プであ り、世帯主が農業を続けているかぎりで

は農業就業の必要 がな く、拡大 し、40代 層 に

比べて安定 しつつある雇用先の恒常的勤務者と

しての選択が比較的容易に行なえた世代といえ

る。 また、この世代は、その妻 も同時に恒常的

勤務者となっているものが多い。世代交替がち

かず きつつあるが、農業の機械作業は勤めなが

らもできる。 しか し、この世代は、勤務先での

役付 きにも差 し掛っている。勤務外での付き合

いや残業を抱えることも多 くなる中で、農業を

これまでどうりやれるかどうかは親 も本人も不

安という。

以上、世代別の就業形態をパター ン的にまと

めてみたが、こうした傾向は経営規模にかかわ

りなく、あまり大きな変化はないようだ。稲作

の機械化が進み、3ha程 度の稲作であれば、

機械装備 さえあれば兼業 しながらでも基幹作業

はできる。肥培管理がで きる世帯主、婦人層が

いれば、稲作規模が雇用先に影響する度合いは

著 しく低下 したといえる。世帯主農業、後継者

兼業が農家にとってもっとも安定 した選択であっ

たのであり、総兼業化の現状はある意味で農家

の合理的行動の結果といえよう。む しろ、農家

の形態の変化を規定 しているのは、新中の場合、

過渡期 に対応 を問われた40代 層の農業労働力

の有無といえる。農地市場の硬直化の下、商業

的農業への転換を計って きたが、その後に続 く

べき新規参入者が先細 り、厳 しい産地間競争の

狭間で厳 しい農業の現状を一身に体現 している

現状といえる。

つぎに農地についてみよう。新中集落の場合、

40a程 度から3ha程 度 まで と飛び抜けた大規
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表13新 中集落調査農家一覧
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模農家は生み出されてはいない。貸借をみても

30a程 度で、なお農地の流動化は停滞 している

として よい。その貸借 も10a未 満 のものは、

昭和30年 頃の区画整理の調整的賃貸借であ り、

他は残存小作地的なものや親類から頼 まれたも

のが多 く、積極的規模拡大のための借地はない。

農地市場は新中集落内においては硬直的傾向に

あるとしてよい。その理由として、兼業農家に

とって、農業が世帯主の重要な就業場面となっ

ていること、農地を売る資金的窮迫に迫られ る

環境にないこと、世帯主の一部にはなお貸すと

帰 ってこないとす る観念が強いこと等の貸 し手

側の理 由もあるが、集落の圃場 の大部分が10

a区 画の未整備の状態にあ り、借 り手にとって

もメリットが少ないこと、また、集落内の専業

的農家層が畜産や野菜作の集約化に向かい、農

地の積極的借 り手として登場 しないことがあげ

られよう。

つぎに転作対応 についてみれば、集落割 り当

て面積の62%は 転作委託で処理 されている。

自己転作 を行なっているものも、繁殖牛の飼料

確保、施設用地、野菜作の一部 といった部分 を

残 しては転作委託を利用 してお り、転作委託 が

すっかり定着 している現状である。問題点 とし

ては、集落内に残 った転作はどうしても分散的

転作形態 となり、団地化を計 ることは困難なこ

と、米価 も低下する中現行の転作肩代わり料 に

ついても不満を持つ人もでてきていること、そ

して何よりも、他集落 と異なり、転作のたあの

土地利用調整をす る必要に迫 られないため、集

落の土地利用の方向や、組織化の方向など、集

落農業の在 り方を話 し合 う場 がなかなか見いだ

せないことが指摘されていた。

先に、経営規模は、農家の就業形態選択にあ

まり大きな影響を与えていないことを指摘 した。

しかし、経営規模は、新中集落の場合、その稲

作機械の保有と作業委託関係に鮮明にあらわれ

る。機械保有でいえば、ほぼ2ha以 上層では

コンバイン体系一式保有、1.5haか ら2haの

中間層でバインダー体系一式保有、50aか ら1.5

ha層 で(刈 り取 り)乾 燥等の部分作業委託、50

a未 満層での全作業委託と規模差が鮮明にあら

われる。あ くまで も世帯主農業就業を前提にし

た機械保有 ・更新を示 しているが、機械の型式

と、部分作業を組合せて稲作作業を乗 り切って

いる姿が浮かび上がる。

しか し、すでに50a未 満層では機械 を一切

保有 しておらず、農業への関心 もすでに薄い。

さらに中間層の農家では、世帯主の高齢化も迫

り、次回の機械更新を迷っているともいう。世

帯主の人は、中途半端に機械を持つ ぐらいなら

持たないほうがいいと言い、自分も歳でできな

くなれば息子の判断に任せるという。そ して、

息子の判断になれば、作業委託 とかではなく貸

して しまうだろうとい う。心配なのは将来引 き

受け手がいるかどうかで、いなければ息子達は

共同でも何でもなんとかやってい くだろうとい

う。 どちらにしろ基盤整備が必要だが、 こんな

稲作の環境で、だれも基盤整備を言い出せない

状況だとい う。 自分の代で返せない借金は残 し

た くないとも言 う。

新中集落は胆沢町でもまとまりがよいことで

有名で、村づ くりの先進集落である。そ うした

集落においても土地に関 してはなかなか調整は

困難だとい う。土地はた しかに生産手段だが、

一人一人にとっては財産だ。人の財産の使い方

をあれこれ言 うのははばかられるのが集落であ

る。頭ではわかるが、集落の中から云々言 うの

は難 しく、む しろ外から言われるのを契機に し

て話 し合いができるという。集落は、あ くまで

も防衛組織、調整組織にとどまり、発案者には

なりえないとい うことであろう。
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6.米 価変動下の農業構造変動の可能性

1)課 題 と手法

これまでに胆沢町を事例に、農地流動化の現

状と転作対応、特に胆沢町方式 とも言 うべき転

作の地域分担 二地域選別方式をみてきた。そこ

では、鈍いながらも東北においても農地の流動

化が進展 しつつあ り、作業受委託から事実上の

賃貸借への流れが確実に増大 しつつあること、

世代交替を契機 に農地が流動化する条件が整い

つつあること、および地域内の反収差を利用 し

た転作の肩代 わりが互助制度を利用 しつつ地域

分担 という形で進展 しつつあることをみてきた。

ここでは再度統計 に戻 り、農業構造変動の可

能性について検討 したい。ただ し、 ここでの検

討は、今後農業構造変動に大きな影響を与 える

と思われる米価変動を考慮に入れて これを検討

することとし、その際、地域差を構成すると思

われる労賃水準、および地域の土地豊度を代表

すると思われる反収を指標に、その可能性を検

討す ることとする。

その理由は こうである。稲作生産力の階層間

格差を規定すると思われ る各階層の資本装備度

は、稲作技術 の一巡 した現段階では、多少の地

域差を伴いつつも技術的可能性としてむ しろ経

営にとって選択可能性の問題となっていると考

えられる。資本装備の地域差は、同 じ規模階層

を取れば、適期幅の違い、土質の違い、品種の

違い等に対す る微調整的過程にあり、本来の地

域差を構成す る要因とは考えられない。それに

対 し、農外労賃の格差構造は、資本の地域把握

に規定 された ものであ り、経営にとって与えら

れた与件構造 それ自体の格差の問題であり、与

件構造への経営的対応の地域差を生み出す重要

な要因と考えられる。また、土地の豊度は、経

営それ自体にとっては再生産不可能であ り、独

占され うる自然力として機能する限 りにおいて、

経営にとって与件 をなし、その与件構造への経

営的対応は地域差の重要な要因と考えられる。

そ して米価変動という政策的与件構造の変化

が構造変動に与える影響を考察す るとい うこと

を、ここではむ しろ米価変動が地域差の規定要

因に与 える制限要因として考え、その制限程度

として把握するとい う手法を取 る。米価の低下

は、まず第一義的には限界地切 り捨てという地

域的影響と して発現することからもこの手法は

容認されよう。もちろんこの課題について十分

にこたえる用意はなく、今回は荒いデ ッサンに

とどまることをあらかじめお断わりしておく。

2)経 営規模間収益性格差 と農外労賃格差

ここでは先の課題に入る前に、農家経済調査

より階層間の収益性格差と各種労賃水準格差に

ついてに確認 しておこう。

図24は 、各種労賃水準 と一 日当た り農業所

得の年次推移をみたものである。 ここで家計費

労賃 とは、農家の総労働時間で家計費を割った

ものであ り、家計再生産のために最低限必要な

時間当た り賃金水準を示 している。

第1に 、職員勤務賃金、恒常的勤務賃金、家

計費賃金、臨時的労賃の順にはこの間変化な く、

臨時的賃労働が家計費賃金水準を一貫 して下回

り、賃労働再生産の範疇にないことを確認 して

お く必要がある。

第2に 、各種賃金の伸び率も先の順と同一で、

特に臨時的労賃が低成長以降停滞傾向にあり、

総体 として賃金格差構造は拡大基調 にある点を

確認 しておこう。

第3に 、こうした賃金水準 と一 日当た り農業

所得を比較すれば、昭和50年 までは冷害年 を

除いてほぼ家計費賃金水準に均衡 していたもの

が、それ以降相対的位置 を下げ、昭和54年 以

降は臨時的労賃水準を下回 り、実額ベースで減

少局面にあることを確認 しておこう。
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一 日当た り農業所得が停滞 ・減少局面に入 っ

た時期は、同時に農業生産力の階層間格差が拡

大 していった時期で もある。図25は 、 この間

の規模別の一 日当た り農業所得の推移をみた も

のである。

第1に 、40年 代の後半から50年 にかけて格

差が拡大 し、50年 から55年 頃まで停滞、その

後下層の落 ち込み、上層の微増傾向のなかで格

差は拡大局面にあることが確認できる。

第2に 、60年 代に入 ってからは上層 も含 め

て減少傾向を示 し、全層的没落化が確認できる。

第3に 、先の農外労賃水準と比較すれば、最

上層のみがようや く臨時的賃金水準を上回 り、

それとて も家計費賃金水準を充たさない水準に

停滞 していることが確認できる。最上層が2ha

以上層 とい う資料的制約を割 り引いても、最近

の農業の危機的状況が如実に示 されているとし

てよい。

図26、27は 、格差をより明瞭にみ るために、

1.Ohaか ら1.5haの 階層を100と して、その

階層間格差を東北と近畿でみたものである。

35年 当時、中間層100に 対 し、東北、近 畿

とも最上層は160程 度と同程度の格差 を示 して

いた。その後東北では、50年 頃まで、上層 が

む しろ中間層の一 日当た り農業所得に接近す る

形で格差縮 小 し、逆 に、50年 以降は下層の落

ち込みと上層の上昇により格差が拡大 してきて

いる。 しか しそれ もやはり60年 以降上層の落

ち込みにより再度格差は縮小局面に入っている。

一方近畿は、50年 頃まで中間層に対す る上層、

下層双方の落ち込みにより、総体としての格差

は停滞気味に推移 し、その後下層の一方的落ち

込みにより格差が拡大 していく。 しかし、近畿

もやは り60年 以降上層の落ち込みが著 しく、

再度格差は停滞局面となっている。格差形成 の

規定階層として、東北が上層の生産力展開がそ

の動向を規定 して きたとすれば、近畿は下層の

落ち込みがその格差の形成要因になっていると

いえよう。農業地域と都市化進展地域の反映 と

いえる。

最後に、地域別賃金格差をみておこう。図28

は、農業地域別の各種労賃水準をみた ものであ

る。

第1に 、各種賃金の地域間格差は、職員勤務

賃金、恒常的勤務賃金、家計費賃金、臨時的労

賃水準の順で地域間格差が大 きく、む しろ臨時

的労賃水準は、全国一律の切 り売 り労賃水準

(6,000円 程度)と して一定 していることを確

認 しておこう。逆に言えば、家計費再生産を下

回るような全国一律の切 り売 り労賃水準をベー

スに、都市化、工業化の程度にあわせて恒常的

勤務賃金、職員勤務賃金が格差 ・序列化されて

いるといえよう。

第2に 、その結果 として、各地域 ごとの各種

労賃の格差の在 り方には大きな違いが生 じ、農

業の側からキャッチアップすべき均衡水準に大

きな差が生 じて くることである。先の例から言

えば、近畿では各種賃金の格差ははなはだ しく

大きく、かつ恒常的勤務者、職員勤務者の比重

が高い。東北の場合はその逆である。そ して均

衡すべき農業のほうは、近畿が低 くかつ上層の

展開力が弱い。東北はその逆である。

最後に、にもかかわらず、北海道を除 く全地

域で一 日当た り農業所得は臨時的労賃水準すら

下回る現状にあ り、今や農業地帯も含めて、こ

うした賃金格差構造の最底辺にすらキャッチアッ

プできない農業の姿がしめされている。

3)稲 作における階層格差 と地域差

これまでは、多様な農業経営組織を含んだ農

家の階層間生産力格差をみてきた。ここでは特

に稲作に絞 り、その階層間生産力格差および地

域間格差に着 目しよう。
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図24各 種労賃水準の推移(全 国)

図25経 営規模別1日 当り農業所得(都 府県)千円

図26一 日当り農業所得の格差の推移
農家経済調査 ・東北
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図27一 日当り農業所得の格差の推移
農家経済調査 ・近畿

図28農 業地域別各種労賃 農家経済調査62年

ところで、稲作の生産力格差 という場合、土

地生産力の格差と労働生産力格差の双方からの

吟味が必要である。 ここではのちの分析の関係

から、土地生産力を反収、労働生産力を総合指

標になるが10a当 た り第1次 生産費で代表 さ

せて検討することにする。

図29は 、反収水準 と10a当 たり第1次 生産

費を指標に、米生産力の階層間格差の推移をみ

た ものである。

第1に 、米の反収格差 をみれば、昭和35年

から62年 まで、一貫 して60㎏ から70㎏ 水準の

格差で推移 している。 もちろん、上層に東北等

の高反収地域のサンプルが多 く、下層にい くほ

ど低反収地帯のサンプルのウエイ トが高まるこ

とが考えられ、同一地域において この程度の規

模間反収格差があるかどうかは確定できないが、

傾向として反収差はあまり変化 してきていない

ということは確認できる。つまり、この間の反

収上昇は下層 も上層もほぼ同程度のテ ンポで進

んできたといえる。

第2に 、10a当 た り第1次 生産費をみれば、

昭和44年 まではあまり明瞭でなかったものが、
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その後の機械化の過程で急速に格差が拡大 して

い く。逆に言えば、減反以前の段階では、1俵

当た りの コス ト差は主に反収差に規定 されたも

のであ り、規模 によるコス ト差はあまりきいて

いなかったということである。そ してそれ以降

は、この反収差に加えてもっぱ ら機械化がコス

ト差拡大の主要因をなしたと理解できる。

図30は 、同様の指標で稲生産力の地域間格

差をみた ものである。

第1に 、米反収格差についてみれば、ほぼ80

㎏か ら100㎏ の格差で推移 し、格差それ 自体は

あまり拡大 しているとはいえない。 しか し、先

の規模間格差 よりも地域間格差のほうが反収差

が大きいことが確認できる。 もっといえば、こ

の地域間格差 に加えて、先の規模間格差がかり

に60㎏ 程度あ るとすれば、たとえば東北の最

上層と中国の最下層には3俵 近い反収差が形成

されて くることになるということだ。現実にも

こうした反収の地域格差と規模格差が合同 して、

これ以上の反収格差を見いだす ことは容易であ

る。

第2に 、10a当 たり第1次 生産費をみれば、

やは り昭和44年 までは地域間格差はあまり明

瞭でな く、その後の機械化の過程で格差が拡大

してい く。先の規模間格差と同様に、1俵 当た

りの コス トの地域間格差も昭和40年 代前半ま

ではもっぱら反収差に規定されたものであった。

しかし、その後の機械化の進展は土地所有規模、

圃場条件の整備度、その他の土地に関する要因

によって格差を伴って進展 してきているのであ

り、50年 以降は先の地域間反収格差に加えて

もっぱら機械化の進展度が地域間格差を拡大 し

て きたといえる。もっといえば、 この地域間格

差に加えて、先の規模間格差があるのであ り、、

たとえば、昭和62年 の10当 り生産費でいえば、

東北の最上層 と中国の最下層 との間には、反当

たり14万 円ものコス ト差が開 くことになる。

現実にもこうした10a当 り生産費の規模格 差

と地域格差を合同して、これ以上の生産費格差

を見いだすことは容易である。

ここで重要な点は、次の点である。機械化以

前の段階であれば、その コス ト差は規模間に し

ろ地域間にしろ反収格差(=土 地豊度)が 規定

していたのだから、米価を考察す るにも小作料

を検討するにも理論的には 「差額地代の第1形

態」を適用す ることでその分析が可能な構造で

あったといえる。 しか し、機械化が進み、その

標準資本装備度が社会的に変更する局面で、そ

の進展度合いが規模間、地域間で相違 してきて

いる現状の下では、もはや 「差額地代の第1形

態」だけで議論することは困難 となる。先の規

模間格差は、理論的には 「超過利潤」の獲得競

争の原因であ るとともに結果で もあ り、その

「規模間格差相当分」は理論的には 「超過利潤」

に擬制 して捕 まえることができるが、その社会

的標準資本装備の変更が土地所有の影響により

制限され、地域格差を伴って展開 しているかぎ

りでは、 「地域格差に相当す る部分」は理論的

には 「差額地代第2形 態」的なものということ

になる。

先の規模間格差および階層間格差にもとず く

「地代」部分には、理論的には動態的にも静態

的にも 「差額地代第1形 態」、 「差額地代第2

形態」、および 「超過利潤」相当分が含まれて

いるのであり、そ うした ものとして小作料論、

米価論を組み立てる必要がある。 さらにいえば、

これまでの耕境拡大局面ではな く、農産物過剰

(米過剰)の 耕境縮小局面では、こうした視点

からの政策論的吟味が必要であるように思われ

る。 この点についての私見は、また別の機会に

述べることと したい。

4)米 価変動と構造変動の条件
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図29米 生産力の階層間格差の推移一米生産調査一

(㎏)

米

単

収

図30米 生産力の地域間格差の推移一米生産費調査-

(㎏)

米

単

収
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次の分析は、宇都宮大学の茅野甚治郎氏の

「大規模農家の成立条件について」の分析を踏

襲 しながら、若干の変更を企てたものである。

まず、大規模層の成立条件として、 「上層の

剰余が下層の稲作所得を上回る関係の成立」が

農業内部における大規模借地農の成立の条件と

して定立する。 この関係は、下層農家の自作稲

作所得を上回る上層の地代支払い能力の確保の

ための条件とも言い換えることができ、と りあ

えずは、上層の剰余がすべて小作料化 して土地

獲得競争を行な うような土地市場が前提となり、

仮定 されている。

そこで、先に課題と手法で触れたように、こ

こではこの条件を充た しつつ、米価変動するた

めには上層の反収要因、地域の労賃水準にいか

なる関係を制約するかを明示的に関係式で示す

ことである。

上層の稲作剰余は、次の式で表される。

上層の剰余=FQ-F-(WT+C)

ただし、Pは 米価、Qは 単収、Fは 副産

物価格、Wは 時間当たり賃金率、

Tは 稲作労働時間、Cは 物材費を表す。

下層の稲作所得は、次の式で表 される

(便宜上、下層は小文字で表すこととする)。

下層の稲作所得=Pq-f-c

2つ の式から上層剰余〉下層稲作所得の関係

式 を導きだし、米価、上層単収、上層時間当た

り賃金率3者 の相互の関係式に整理すれば、次

の3式 が得 られる。

Q>(C-c十F-f十WT)/P十q

①

Q>T/P×W十(C-c十F-f)/P

+q②

W<(Q-q)/T×P十(c-C十f-

F)/T'③

あとは、これに具体的数値を代入するだけで

ある。 ここでは、昭和62年 産米生産費調査の

都府県データを基に計算 した。ただし、ここで

は、最上層を3ha以 上層とし、この3ha以 上

層の剰余がそれ以下層の稲作所得を上回る関係

として、米価、上層単収、賃金率の関係 を示す。

まず①式か ら、上層反収 と米価の トレー ドオ

フ関係が示される。具体的には、米価が変動 し

た場合、先の条件が充たされるためには上層の

反収はどの程度必要かと読むことができる。そ

れを図示 したのが、図31と 図32で ある。図31

は、賃金率として恒常的勤務労賃を採用 した場

合、図32が 賃金率 として農村雇用労賃を採用

した場合である。当然に、形態は似ているが、

農村雇用労賃に比べ、恒常的勤務労賃を採用 し

た場合、それだけ上層の単収制約は厳 しくなる。

次に②式から、上層反収と賃金率の トレー ド

オフ関係が示 される。具体的には、現在の米価

水準で下層の所得を地代として払 うには、上層

が自ら耕作する反収水準においてどれほどの賃

金率を期待できるかを図33示 している。逆 に

いえば、 目標 とする賃金率を確保するためには

反収がいかほど必要かを示 している。

最後に③式よ り、上層の反収を現在の567㎏

で固定 した場合、先の関係式を充たすためには

どこまで自家労賃評価を下げなければならない

かを図34示 している。

この計算自体は、費用を変えずに反収 を変動

可能、下層の単収、技術条件は一定 とい う非現

実的な仮定にたっていることになるが、それを

考慮 しつつ読めば、米価変動の大規模層成立に

与える厳 しい条件が浮かび上がってこよう。
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図31大 規模借地農成立の条件(S62)-都 府県-

-価 格 と収量の トレー ド・オフ(恒 常的勤務労賃の場合) -

図32大 規模借地農成立の条件(S62)-都 府県一

-価 格 と収量の トレ-ド ・オフ(農 村雇用労賃の場合) -
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図33大 規模借地農成立の条件(S62)一 都府県-

一自家労賃評価と収量の トレー ド・オフ-

図34大 規模借地農成立の条件(S62)-都 府県-
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